
330-A地区キャビネット構成員 2021/10/28現在

役　　　　　　　　　職 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

地区ガバナー・地区LCIFコーディネーター 中井 正力 なかい まさりき 東京新宿 11R-1Z

元国際理事 山浦 晟暉 やまうら せいき 東京新宿 11R-1Z

元国際理事会アポインティ 中野　了 なかの りょう 東京渋谷 10R-1Z

LCIFキャンペーン100全日本エリアリーダー 菅原 雅雄 すがわら まさお 東京堀留 2R-2Z

LCIFエリアコーディネーター（東日本） 大石 誠 おおいし まこと 東京数寄屋橋 2R-1Z

複合地区GMTコーディネーター 伊賀 保夫 いが やすお 東京ピース 1R-2Z

複合地区スペシャルティクラブ・FWTコーディネーター 小川　晶子 おがわ あきこ 東京ウィル 7R-3Z

複合地区LCIFコーディネーター 阿久津 隆文 あくつ たかふみ 東京赤坂 3R-3Z

前地区ガバナー・LCIFキャンペーン100地区コーディネーター 進藤 義夫 しんどう よしお 東京世田谷 10R-2Z

第１副地区ガバナー 増田 正明 ますだ まさあき 東京田無 13R-2Z

第２副地区ガバナー 阿部 かな子 あべ かなこ 東京ピース 1R-2Z

キャビネット幹事 御厨 正敬 みくりや まさたか 東京江戸川東 5R-2Z

キャビネット会計 島田 光子 しまだ みつこ 東京さぎそう 10R-2Z

GLT地区コーディネーター 戸部　研一 とべ けんいち 東京数寄屋橋 2R-1Z

GMT地区コーディネーター 諸見里　清 もろみざと きよし 東京世田谷 10R-2Z

GST地区コーディネーター 上野　繁幸 うえの しげゆき 東京江戸川 5R-2Z

スペシャルティクラブ・ＦＷＴ地区コーディネーター 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地区コーディネーター（*地区委員長兼任） 荒木 貞雄 あらき さだお 東京石泉 7R-3Z

GLT地区副コーディネーター（*地区委員長兼任） 佐久間 洋一 さくま よういち 東京駿河台 4R-3Z

GMT地区副コーディネーター（*地区委員長兼任） 重信 眞一 しげのぶ しんいち 東京シティ 10R-2Z

GMT地区副コーディネーター（*地区委員長兼任） 小方 一博 おがた かずひろ 東京八王子いちょう 14R-1Z

GST地区副コーディネーター 柳井 健一 かやしま じゅんいち 東京ウエスト 9R-2Z

GST地区副コーディネーター 茅島 純一 やない けんいち 東京江戸川東 5R-2Z
スペシャルティクラブ・FWT地区副コーディネーター（*地区委員長兼任） 中原 聡美 なかはら さとみ 東京秋川 14R-2Z
LCIFキャンペーン100地区副コーディネーター（*地区委員長兼任） 宮本 志づ子 みやもと しづこ 東京紀尾井町 1R-2Z

スペシャリティクラブ地区副コーディネーター 中村 安次 なかむら やすじ 東京巣鴨 8R-2Z

1Rリジョン・チェアパーソン 川島 富美子 かわしま ふみこ 東京蒼天 1R-3Z

2Rリジョン・チェアパーソン 佐原 幸雄 さはら ゆきお 東京みやこ 2R-1Z

3Rリジョン・チェアパーソン 田中 清 たなか きよし 東京虎ノ門 3R-2Z

4Rリジョン・チェアパーソン 榎 秀郎 えのき ひでお 東京白門 4R-3Z

5Rリジョン・チェアパーソン 峰村 篤 みねむら あつし 東京江戸川中央 5R-2Z

6Rリジョン・チェアパーソン 夏目 幸生 なつめ さちお 東京秋葉原 6R-1Z

7Rリジョン・チェアパーソン 中尾 美佐男 なかお みさお 東京けやき 7R-2Z

8Rリジョン・チェアパーソン 安達 慎二 あだち しんじ 東京フューチャー 8R-2Z

9Rリジョン・チェアパーソン 堺田 明美 さかいだ あけみ 東京蒲田 9R-1Z

10Rリジョン・チェアパーソン 島田 益吉 しまだ ますきち 東京さぎそう 10R-2Z

11Rリジョン・チェアパーソン 吉田 亮一 よしだ りょういち 東京新宿 11R-1Z

12Rリジョン・チェアパーソン 青木 秀茂 あおき ひでしげ 東京吉祥寺 12R-1Z

13Rリジョン・チェアパーソン 東宮 博士 とうみや ひろし 武蔵村山 13R-1Z

14Rリジョン・チェアパーソン 岩﨑 盛司 いわさき せいじ 東京八王子中央 14R-1Z

1R-1Zゾーン・チェアパーソン 児玉 金之助 こだま きんのすけ 東京馬場先門 1R-1Z

1R-2Zゾーン・チェアパーソン 神谷 善次 かみや よしつぐ 東京番町 1R-2Z

1R-3Zゾーン・チェアパーソン 𠮷﨑 光男 よしざき みつお 東京葵 1R-3Z

2R-1Zゾーン・チェアパーソン 高島 誠 たかしま まこと 東京平成 2R-1Z

2R-2Zゾーン・チェアパーソン 宇田 英樹 うだ ひでき 東京銀座 2R-2Z

3R-1Zゾーン・チェアパーソン 間明田 勝彦 まみょうだ かつひこ 東京高輪 3R-1Z

3R-2Zゾーン・チェアパーソン 積田 朋子 つみた ともこ 東京霞ヶ関 3R-2Z

3R-3Zゾーン・チェアパーソン 杉原 省吾 すぎはら しょうご 東京ドリーム 3R-3Z
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4R-1Zゾーン・チェアパーソン 小野 和江 おの かずえ 東京本所 4R-1Z

4R-2Zゾーン・チェアパーソン 佐藤 靖 さとう やすし 東京江東南 4R-2Z

4R-3Zゾーン・チェアパーソン 大友 敏郎 おおとも としろう 東京セントポール 4R-3Z

5R-1Zゾーン・チェアパーソン 二瓶 光男 にへい みつお 東京亀有 5R-1Z

5R-2Zゾーン・チェアパーソン 後藤 義英 ごとう よしひで 東京江戸川東 5R-2Z

5R-3Zゾーン・チェアパーソン 小川 節子 おがわ せつこ 東京西新井 5R-3Z

6R-1Zゾーン・チェアパーソン 宮井 晴史 みやい せいじ 東京飛翔 6R-1Z

6R-2Zゾーン・チェアパーソン 小野 隆子 おの たかこ 東京上野東 6R-2Z

7R-1Zゾーン・チェアパーソン 西野 泰彦 にしの やすひこ 東京赤羽 7R-1Z

7R-2Zゾーン・チェアパーソン 正宗 実 まさむね みのる 東京板橋西 7R-2Z

7R-3Zゾーン・チェアパーソン 高橋 英明 たかはし ひであき 東京石泉 7R-3Z

8R-1Zゾーン・チェアパーソン 吉井 公明 よしい きみあき 東京池袋 8R-1Z

8R-2Zゾーン・チェアパーソン 葛西 智子 かさい ともこ 東京神楽坂 8R-2Z

9R-1Zゾーン・チェアパーソン 奈須野 慎二 なすの しんじ 東京大森 9R-1Z

9R-2Zゾーン・チェアパーソン 冨樫 誠 とがし まこと 東京レスキュー 9R-2Z

10R-1Zゾーン・チェアパーソン 松浦 辰吉 まつうら たつよし 東京表参道 10R-1Z

10R-2Zゾーン・チェアパーソン 藤村 貞夫 ふじむら さだお 東京三軒茶屋 10R-2Z

11R-1Zゾーン・チェアパーソン 松浦 卓司 まつうら たくじ 東京スバル 11R-1Z

11R-2Zゾーン・チェアパーソン 高山 義章 たかやま よしあき 東京中野 11R-2Z

11R-3Zゾーン・チェアパーソン 杉村 基 すぎむら もとい 東京キング 11R-3Z

12R-1Zゾーン・チェアパーソン 伊藤 一美 いとう かずみ 東京三鷹 12R-1Z

12R-2Zゾーン・チェアパーソン 成岡 圭子 なりおか けいこ 東京町田クレイン 12R-2Z

13R-1Zゾーン・チェアパーソン 大久保 正弘 おおくぼ まさひろ 東京小金井 13R-1Z

13R-2Zゾーン・チェアパーソン 伊藤 勝 いとう まさる 東京田無 13R-2Z

14R-1Zゾーン・チェアパーソン 原田 純子 はらだ じゅんこ 東京八王子高尾 14R-1Z

14R-2Zゾーン・チェアパーソン 山川 英男 やまかわ ひでお 東京青梅 14R-2Z

GLT指導力育成・CQI委員会委員長（＊） 佐久間 洋一 さくま よういち 東京駿河台 4R-3Z

GLT会員会則・コンプライアンス委員会委員長 高木 千明 たかぎ ちあき 東京豊新 8R-1Z

GLT青年アカデミー委員会委員長 手塚 利行 てづか としゆき 東京世田谷 10R-2Z

GMT会員増強・維持・クラブ合併委員会委員長（＊） 重信 眞一 しげのぶ しんいち 東京シティ 10R-2Z

GMTエクステンション委員会委員長（＊） 小方 一博 おがた かずひろ 東京八王子いちょう 14R-1Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会委員長 飯沢 宗光 いいざわ むねみつ 東京八王子いちょう 14R-1Z

GST環境保全委員会委員長 田中 世根夫 たなか よねお 東京シティ 10R-2Z

GST献血・骨髄移植委員会委員長 谷合 ひろよ たにあい ひろよ 東京八王子中央 14R-1Z

GST献眼・献腎委員会委員長 椿 佳生子 つばき かなこ 東京麻布 3R-2Z

GST青少年健全育成・ﾚｵ・ﾗｲｵﾝｽﾞｸｴｽﾄ委員会委員長 小林 伸光 こばやし のぶみつ 東京吉祥寺 12R-1Z

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

GST緊急対策・アラート・復興支援委員会委員長 根岸 久美子 ねぎし くみこ 東京上野南 6R-2Z

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

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

YCE委員会委員長 城戸 正幸 きど まさゆき 東京文化 6R-1Z

国際協調・アジア友好委員会委員長 森 亮介 もり りょうすけ 東京渋谷 10R-1Z

国際大会委員会委員長 池田 重雄 いけだ しげお 東京富士スカイ 7R-2Z

シニア活性化委員会委員長（＊） 荒木 貞雄 あらき さだお 東京石泉 7R-3Z

法人運営委員会委員長 竹本 裕美 たけもと ひろみ 東京新宿東 11R-3Z

選挙管理委員会委員長 古川 竜也 ふるかわ たつや 東京キング 11R-3Z

第68回年次大会委員会委員長 山浦 晟暉 やまうら せいき 東京新宿 11R-1Z

短期ビジョン委員会委員長 増田 正明 ますだ まさあき 東京田無 13R-2Z

会計監査 吉田 實 よしだ みのる 東京文京 8R-2Z

会計監査 吉田 宗一郎 よしだ そういちろう 東京武蔵野 12R-1Z
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キャビネット事務局長 田邊 浩嗣 たなべ ひろつぐ 東京新宿 11R-1Z

キャビネット副幹事 前川 薫 まえかわ かおる 東京ピース 1R-2Z

キャビネット副幹事 石田 善計 いしだ よしかず 東京銀座 2R-2Z

キャビネット副幹事 藤田 紘子 ふじた ひろこ 東京ヒルズ 3R-3Z

キャビネット副幹事 後藤 裕文 ごとう ひろふみ 東京法政 4R-3Z

キャビネット副幹事 田中 大樹 たなか ひろき 東京つばき 5R-3Z

キャビネット副幹事 前田 亮 まえだ りょう 東京上野南 6R-2Z

キャビネット副幹事 小林 淳 こばやし じゅん 東京石泉 7R-3Z

キャビネット副幹事 小林 幸栄 こばやし さちえ 東京サンシャイン 8R-1Z

キャビネット副幹事 田中 真作 たなか しんさく 東京ウエスト 9R-2Z

キャビネット副幹事 河津 延樹 かわつ のぶき 東京自由が丘 10R-2Z

キャビネット副幹事 泊 正重 とまり まさしげ 東京スバル 11R-1Z

キャビネット副幹事 樋口 昇 ひぐち のぼる 東京町田クレイン 12R-2Z

キャビネット副幹事 森山 泰文 もりやま やすふみ 東京立川 13R-1Z

キャビネット副会計 柏原 義明 かしわばら よしあき 東京八王子陵東 14R-1Z

キャビネット副会計 吉橋 すみれ よしはし すみれ 東京渋谷 10R-1Z

キャビネット副会計 一瀬 晴雄 いちのせ はるお 東京田無 13R-2Z

キャビネット副事務局長 阿部 清彦 あべ きよひこ 東京新宿 11R-1Z

減災対策プロジェクトチーム　リーダー 肥田野 晴三 ひだの はるみつ 東京平成 2R-1Z

入札検討プロジェクトチーム　リーダー 脇村 孝友 わきむら たかとも 東京晴海 2R-1Z

キャビネット事務局デジタル推進・広報室長 坂本 純一 さかもと じゅんいち 東京三鷹 12R-1Z
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