
330-A地区選出複合地区役員 2021/10/28現在

ガバナー協議会
役職 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

ガバナー協議会 議長 村木 秀之 むらき ひでゆき 東京数寄屋橋 2R-1Z

ガバナー協議会 副議長 中井 正力 なかい まさりき 東京新宿 11R-1Z

ガバナー協議会 参与 増田 正明 ますだ まさあき 東京田無 13R-2Z

ガバナー協議会 参与 阿部 かな子 あべ かなこ 東京ピース 1R-2Z

委員会
役職 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

GLT委員会 副委員長 戸部 研一 とべ けんいち 東京数寄屋橋 2R-1Z

GLT委員会 委員 佐久間 洋一 さくま よういち 東京駿河台 4R-3Z

GLT委員会 委員 折登 紀昭 おりと のりあき 東京葛飾 5R-1Z

GLT委員会 委員 手塚 利行 てづか としゆき 東京世田谷 10R-2Z

GLT委員会 委員 髙橋 昌幸 たかはし まさゆき 東京新都心 11R-1Z

GMT複合地区コーディネーター
GMT委員会 委員長

伊賀 保夫 いが やすお 東京ピース 1R-2Z

GMT委員会 副委員長 諸見里 清 もろみざと きよし 東京世田谷 10R-2Z

GMT委員会 委員 野村 一也 のむら かずなり 東京綾瀬 5R-1Z

GMT委員会 委員 重信 眞一 しげのぶ しんいち 東京シティ 10R-2Z

GMT委員会 委員 大竹 信硡 おおたけ のぶひろ 東京新宿 11R-1Z

GMT委員会 委員 小方 一博 おがた かずひろ 東京八王子いちょう 14R-1Z

GST委員会 副委員長 上野 繁幸 うえの しげゆき 東京江戸川 5R-2Z

GST委員会 委員 大鳥 嘉信 おおとり よしのぶ 東京葛飾東 5R-1Z

GST委員会 委員 野々 晴久 のの はるひさ 東京玉川 10R-2Z

GST委員会 委員 田中 世根夫 たなか よねお 東京シティ 10R-2Z

GST委員会 委員 飯沢 宗光 いいざわ むねみつ 東京八王子いちょう 14R-1Z

スペシャルティクラブ・FWT複合地区コーディネーター
スペシャルティクラブ・FWT委員会 委員長

小川 晶子 おがわ あきこ 東京ウィル 7R-3Z

スペシャルティクラブ・FWT委員会 委員 浅井 洋一郎 あさい よういちろう 東京新橋 3R-1Z

スペシャルティクラブ・FWT委員会 委員 荒木 貞雄 あらき さだお 東京石泉 7R-3Z

スペシャルティクラブ・FWT委員会 委員 中原 聡美 なかはら さとみ 東京秋川 14R-2Z

LCIF複合地区コーディネーター
LCIF委員会 委員長

阿久津 隆文 あくつ たかふみ 東京赤坂 3R-3Z

LCIF委員会 副委員長 進藤 義夫 しんどう よしお 東京世田谷 10R-2Z

LCIF委員会 委員 宮本 志づ子 みやもと しづこ 東京紀尾井町 1R-2Z

LCIF委員会 委員 妹尾 裕夫 せのお ひろお 東京尾張町 2R-1Z

LCIF委員会 委員 田中 隆三 たなか りゅうぞう 東京赤坂 3R-3Z

ガバナー協議会運営委員会 委員長 篠 順三 しの じゅんぞう 東京けやき 7R-2Z

ガバナー協議会運営委員会 副委員長 田中 忠男 たなか ただお 東京江戸川東 5R-2Z

ガバナー協議会運営委員会 委員 江端 貴子 えばた たかこ 東京数寄屋橋 2R-1Z

ガバナー協議会運営委員会 委員 鹿野 祥誠 しかの よしさと 東京数寄屋橋 2R-1Z

ガバナー協議会運営委員会 委員 坪谷 茂 つぼや しげる 東京平成 2R-1Z

ガバナー協議会運営委員会 委員 御厨 正敬 みくりや まさたか 東京江戸川東 5R-2Z

会員・会則委員会 副委員長 谷山 光俊 たにやま みつとし 東京ウエスト 9R-2Z

会員・会則委員会 委員 髙橋 のり子 たかはし のりこ 東京尾張町 2R-1Z

会員・会則委員会 委員 木島 庄市 きじま しょういち 東京城東 4R-2Z

会員・会則委員会 委員 高木 千明 たかぎ ちあき 東京豊新 8R-1Z
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財政問題検討委員会 委員長 細川 孝雄 ほそかわ たかお 東京赤坂 3R-3Z

財政問題検討委員会 副委員長 池田 和司 いけだ こうじ 東京桜門 4R-3Z

財政問題検討委員会 委員 脇村 孝友 わきむら たかとも 東京晴海 2R-1Z

財政問題検討委員会 委員 藤本 英介 ふじもと えいすけ 東京隅田川 4R-1Z

財政問題検討委員会 委員 荻野 桂一 おぎの けいいち 東京神楽坂 8R-2Z

財政問題検討委員会 委員 日下 勲 くさか いさお 東京成城 10R-2Z

クラブサクセス・会員維持委員会 副委員長 関 真一郎 せき しんいちろう 東京田園調布 10R-2Z

クラブサクセス・会員維持委員会 委員 木下 満 きのした みつる 東京銀座 2R-2Z

クラブサクセス・会員維持委員会 委員 沼田 卓一 ぬまた たくいち 東京神宮前 10R-1Z

クラブサクセス・会員維持委員会 委員 梶原 正和 かじわら まさかず 東京小金井 13R-1Z

アラート・緊急支援委員会 副委員長 山田 達 やまだ とおる 東京数寄屋橋 2R-1Z

アラート・緊急支援委員会 委員 山口 軍次 やまぐち ぐんじ 東京番町 1R-2Z

アラート・緊急支援委員会 委員 杉田 昇 すぎた のぼる 東京文化 6R-1Z

アラート・緊急支援委員会 委員 根岸 久美子 ねぎし くみこ 東京上野南 6R-2Z

アラート・緊急支援委員会 委員 高根澤 輝之 たかねざわ てるゆき 東京セイシン 8R-2Z

マーケティング・コミュニケーション委員会 副委員長 吉岡 晋 よしおか すすむ 東京けやき 7R-2Z

マーケティング・コミュニケーション委員会 委員 河田 弘昭 かわだ ひろあき 東京文化 6R-1Z

マーケティング・コミュニケーション委員会 委員 赤尾 嘉晃 あかお よしあき 東京豊新 8R-1Z

マーケティング・コミュニケーション委員会 委員 津守 勝男 つもり かつお 東京大森 9R-1Z

マーケティング・コミュニケーション委員会 委員 桂 太郎 かつら たろう 東京世田谷 10R-2Z

情報テクノロジー委員会 副委員長 荘 英隆 そう ひでたか 東京恵比寿 10R-1Z

情報テクノロジー委員会 委員 河田 淳一 かわだ じゅんいち 東京平成 2R-1Z

情報テクノロジー委員会 委員 菱岡 敏光 ひしおか としみつ 東京浅草 6R-1Z

情報テクノロジー委員会 委員 小野 毅 おの たけし 東京サンシャイン 8R-1Z

情報テクノロジー委員会 委員 坂本 純一 さかもと じゅんいち 東京三鷹 12R-1Z

薬物乱用防止委員会 委員長 石井 征二 いしい せいじ 東京八王子陵東 14R-1Z

薬物乱用防止委員会 副委員長 寺田 義和 てらだ よしかず 東京鶯谷 6R-2Z

薬物乱用防止委員会 委員 丸井 一弘 まるい かずひろ 東京蒼天 1R-3Z

薬物乱用防止委員会 委員 吉川 研司 よしかわ けんじ 東京葛飾東 5R-1Z

薬物乱用防止委員会 委員 桐井 義則 きりい よしのり 東京江戸川東 5R-2Z

薬物乱用防止委員会 委員 津村 信彦 つむら のぶひこ 東京八王子陵東 14R-1Z

青少年･レオ･ライオンズクエスト委員会 副委員長 茅島 純一 かやしま じゅんいち 東京江戸川東 5R-2Z

青少年･レオ･ライオンズクエスト委員会 委員 大和田 尚子 おおわだ なおこ 東京赤坂 3R-3Z

青少年･レオ･ライオンズクエスト委員会 委員 真﨑 邦雄 まさき くにお 東京亀有 5R-1Z

青少年･レオ･ライオンズクエスト委員会 委員 小林 伸光 こばやし のぶみつ 東京吉祥寺 12R-1Z

青少年･レオ･ライオンズクエスト委員会 委員 中山 道則 なかやま みちのり 東京町田クレイン 12R-2Z

YCE委員会 委員長 青木 秀茂 あおき ひでしげ 東京吉祥寺 12R-1Z

YCE委員会 アドバイザー 河合 悦子 かわい えつこ 東京みやこ 2R-1Z

YCE委員会 副委員長 須藤 修 すどう おさむ 東京芝 3R-1Z

YCE委員会 委員 氷田 孝 ひだ たかし 東京蒼天 1R-3Z

YCE委員会 委員 福田 守弘 ふくだ もりひろ 東京芝 3R-1Z

YCE委員会 委員 城戸 正幸 きど まさゆき 東京文化 6R-1Z

献血・骨髄移植委員会 副委員長 渋谷 俊德 しぶや としのり 東京新都心 11R-1Z

献血・骨髄移植委員会 委員 松田 貞男 まつだ さだお 東京大森 9R-1Z

献血・骨髄移植委員会 委員 波多野 和夫 はたの かずお 武蔵村山 13R-1Z

献血・骨髄移植委員会 委員 谷合 ひろよ たにあい ひろよ 東京八王子中央 14R-1Z
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献眼・献腎委員会 副委員長 柳井 健一 やない けんいち 東京ウエスト 9R-2Z

献眼・献腎委員会 委員 椿 佳生子 つばき かなこ 東京麻布 3R-2Z

献眼・献腎委員会 委員 高麗 伸三 こうま しんぞう 東京けやき 7R-2Z

献眼・献腎委員会 委員 曽我 幸弘 そが ゆきひろ 東京石泉 7R-3Z

オリンピック・パラリンピック委員会 委員長 鈴木 定光 すずき さだみつ 東京江東南 4R-2Z

オリンピック・パラリンピック委員会 アドバイザー 戸部 研一 とべ けんいち 東京数寄屋橋 2R-1Z

オリンピック・パラリンピック委員会 副委員長 工藤 章 くどう あきら 東京九段 8R-2Z

オリンピック・パラリンピック委員会 委員 追原 篤男 おいはら とくお 東京 1R-1Z

オリンピック・パラリンピック委員会 委員 藤井 良一 ふじい りょういち 東京江東南 4R-2Z

オリンピック・パラリンピック委員会 委員 清口 猛 せぐち たけし 東京深川 4R-2Z

スペシャルオリンピックス委員会 副委員長 星野 宏一 ほしの こういち 東京光が丘 7R-3Z

スペシャルオリンピックス委員会 委員 林 敦美 はやし あつみ 東京ヒルズ 3R-3Z

スペシャルオリンピックス委員会 委員 織本 真一郎 おりもと しんいちろう 東京豊島 8R-1Z

スペシャルオリンピックス委員会 委員 川口 学 かわぐち まなぶ 東京羽田 9R-1Z

スペシャルオリンピックス委員会 委員 熊野 活行 くまの かつゆき 東京大江戸 11R-3Z

プロトコール委員会 委員長 塩月 藤太郎 しおつき とうたろう 東京田無 13R-2Z

プロトコール委員会 副委員長 橋本 光祥 はしもと みつよし 東京豊新 8R-1Z

プロトコール委員会 委員 西山 和範 にしやま かずのり 東京世田谷 10R-2Z

プロトコール委員会 委員 鹿野 輝明 しかの てるあき 東京立川 13R-1Z

プロトコール委員会 委員 長谷山 勝美 はせやま かつみ 東京湧水 13R-2Z

プロトコール委員会 委員 梶 正明 かじ まさあき 東京羽村 14R-2Z

法人化推進委員会 副委員長 村島 吉豐 むらしま よしとよ 東京新世紀 2R-2Z

法人化推進委員会 委員 伊賀 則夫 いが のりお 東京葵 1R-3Z

法人化推進委員会 委員 湯田 啓一 ゆだ けいいち 東京セントポール 4R-3Z

法人化推進委員会 委員 久保田 明雄 くぼた あきお 東京赤羽 7R-1Z

国際大会・OSEALフォーラム委員会 副委員長 中嶋 文夫 なかじま ふみお 東京文化 6R-1Z

国際大会・OSEALフォーラム委員会 委員 池田 重雄 いけだ しげお 東京富士スカイ 7R-2Z

国際大会・OSEALフォーラム委員会 委員 清水 達哉 しみず たつや 東京巣鴨 8R-2Z

国際大会・OSEALフォーラム委員会 委員 森 亮介 もり りょうすけ 東京渋谷 10R-1Z

国際大会・OSEALフォーラム委員会 委員 藤田 幸直 ふじた ゆきなお 東京新都心 11R-1Z

国際大会・OSEALフォーラム委員会 委員 瀧沢 勇 たきざわ いさむ 東京町田クレイン 12R-2Z

第68回複合地区年次大会委員会 委員長 今井 文彦 いまい ふみひこ 東京巣鴨 8R-2Z

第68回複合地区年次大会委員会 副委員長 矢田部 満 やたべ みつる 東京調布 12R-1Z

第68回複合地区年次大会委員会 委員 知野 秀雄 ちの ひでお 東京晴海 2R-1Z

第68回複合地区年次大会委員会 委員 佐々木 重行 ささき しげゆき 東京江戸川 5R-2Z

第68回複合地区年次大会委員会 委員 上杉 秀樹 うえすぎ ひでき 東京豊新 8R-1Z

第68回複合地区年次大会委員会 委員 延藤 梨絵 えんどう りえ 東京巣鴨 8R-2Z

第68回複合地区年次大会実行委員会 委員長 中村 安次 なかむら やすじ 東京巣鴨 8R-2Z

第68回複合地区年次大会実行委員会 副委員長 石川 味季 いしかわ みき 東京荏原 9R-1Z

監査 近藤 正彦 こんどう まさひこ 東京八王子陵東 14R-1Z
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