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ガバナー協議会
役職 L氏名 クラブ名 RZ

ガバナー協議会　会計 増田 正明 東京田無 13R-2Z

ガバナー協議会　参与 阿部 かな子 東京ピース 1R-2Z

ガバナー協議会　参与 杉原 省吾 東京ドリーム 3R-3Z

委員会
役職 L氏名 クラブ名 RZ

GLT（指導力育成）委員会 副委員長 江端 貴子 東京数寄屋橋 2R-1Z

GLT（指導力育成）委員会 委員 大杉 実 東京巣鴨 8R-2Z

GLT（指導力育成）委員会 委員 柳井 健一 東京ウエスト 9R-2Z

GLT（指導力育成）委員会 委員 北岡 知子 東京渋谷 10R-1Z

GLT（指導力育成）委員会 委員 一瀬 晴雄 東京田無 13R-2Z
GMA・GMT（会員増強・エクステンション）委員会
委員長

伊賀 保夫 東京ピース 1R-2Z

GMA・GMT（会員増強・エクステンション）委員会 副委員長 目黒 義繁 東京尾張町 2R-1Z

GMA・GMT（会員増強・エクステンション）委員会 委員 中島 潔 東京新橋 3R-1Z

GMA・GMT（会員増強・エクステンション）委員会 委員 渡部 竜二 東京葛飾東 5R-1Z

GMA・GMT（会員増強・エクステンション）委員会 委員 柴田 幸太朗 東京光が丘 7R-3Z

GMA・GMT（会員増強・エクステンション）委員会 委員 鈴木 順一 東京八王子陵東 14R-1Z

GST（奉仕・環境）委員会 副委員長 上野 繁幸 東京江戸川 5R-2Z

GST（奉仕・環境）委員会 委員 小山 俊一 東京数寄屋橋 2R-1Z

GST（奉仕・環境）委員会 委員 御厨 正敬 東京江戸川東 5R-2Z

GST（奉仕・環境）委員会 委員 和﨑 健治 東京練馬 7R-3Z

GST（奉仕・環境）委員会 委員 田中 世根夫 東京シティ 10R-2Z

SCP・FWT委員会 副委員長 浅井 洋一郎 東京新橋 3R-1Z

SCP・FWT委員会 委員 畠中 君代 東京駿河台 4R-3Z

SCP・FWT委員会 委員 牧島 よしみ 東京イースト 6R-2Z

SCP・FWT委員会 委員 小林 幸栄 東京サンシャイン 8R-1Z

SCP・FWT委員会 委員 岩永 眞佐子 東京渋谷 10R-1Z

SCP・FWT委員会 委員 島田 光子 東京さぎそう 10R-2Z

LCIF委員会 委員長 阿久津 隆文 東京赤坂 3R-3Z

LCIF委員会 アドバイザー 伊賀 保夫 東京ピース 1R-2Z

LCIF委員会 副委員長 山田 春雄 東京銀座 2R-2Z

LCIF委員会 委員 伊賀 則夫 東京葵 1R-3Z

LCIF委員会 委員 妹尾 裕夫 東京尾張町 2R-1Z

LCIF委員会 委員 朝夷 弘一 東京綾瀬 5R-1Z

LCIF委員会 委員 大久保 正弘 東京小金井 13R-1Z

ガバナー協議会運営委員会 副委員長 中村 安次 東京巣鴨 8R-2Z

ガバナー協議会運営委員会 委員 宇田 英樹 東京銀座 2R-2Z

ガバナー協議会運営委員会 委員 田中 則雄 東京桜門 4R-3Z

ガバナー協議会運営委員会 委員 延藤 梨絵 東京巣鴨 8R-2Z

ガバナー協議会運営委員会 委員 石川 味季 東京荏原 9R-1Z

ガバナー協議会運営委員会 委員 山田 諭子 東京昭島 13R-1Z

会則委員会 副委員長 田中 忠男 東京江戸川東 5R-2Z

会則委員会 委員 木下 満 東京銀座 2R-2Z

会則委員会 委員 村島 吉豐 東京新世紀 2R-2Z

会則委員会 委員 木島 庄市 東京城東 4R-2Z

会則委員会 委員 篠 順三 東京けやき 7R-2Z
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財政問題検討委員会 委員長 近藤 正彦 東京八王子陵東 14R-1Z

財政問題検討委員会 副委員長 池田 和司 東京桜門 4R-3Z

財政問題検討委員会 委員 脇村 孝友 東京晴海 2R-1Z

財政問題検討委員会 委員 野村 一也 東京綾瀬 5R-1Z

財政問題検討委員会 委員 上杉 秀樹 東京豊新 8R-1Z

財政問題検討委員会 委員 矢田部 満 東京調布 12R-1Z

クラブサクセス・会員維持委員会 副委員長 重信 眞一 東京シティ 10R-2Z

クラブサクセス・会員維持委員会 委員 平山 一郎 東京鶯谷 6R-2Z

クラブサクセス・会員維持委員会 委員 荒木 貞雄 東京石泉 7R-3Z

クラブサクセス・会員維持委員会 委員 泊 正重 東京スバル 11R-1Z

クラブサクセス・会員維持委員会 委員 小方 一博 東京八王子いちょう 14R-1Z

アラート・緊急支援委員会 副委員長 久保田 明雄 東京赤羽 7R-1Z

アラート・緊急支援委員会 委員 根岸 久美子 東京上野南 6R-2Z

アラート・緊急支援委員会 委員 星野 宏一 東京光が丘 7R-3Z

アラート・緊急支援委員会 委員 高根澤 輝之 東京セイシン 8R-2Z

アラート・緊急支援委員会 委員 髙橋 昌幸 東京新都心 11R-1Z

マーケティング・コミュニケーション委員会 副委員長 赤尾 嘉晃 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 茂岡 幹弥 東京白門 4R-3Z

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

マーケティング・コミュニケーション委員会 委員 三代 勝之 東京スバル 11R-1Z

マーケティング・コミュニケーション委員会 委員 石田 賢 東京三鷹 12R-1Z

情報テクノロジー委員会 副委員長 荘 英隆 東京恵比寿 10R-1Z

情報テクノロジー委員会 委員 小野 健志 東京ピース 1R-2Z

情報テクノロジー委員会 委員 石橋 卓磨 東京稲門 1R-3Z

情報テクノロジー委員会 委員 藤村 貞夫 東京三軒茶屋 10R-2Z

情報テクノロジー委員会 委員 坪坂 有純 東京新宿 11R-1Z

情報テクノロジー委員会 委員 坂本 純一 東京三鷹 12R-1Z

メディア対策委員会 委員長 坪谷 茂 東京平成 2R-1Z

メディア対策委員会 副委員長 吉岡 晋 東京けやき 7R-2Z

メディア対策委員会 委員 大和田 博道 東京葵 1R-3Z

メディア対策委員会 委員 海沼 潤 東京柳橋 2R-1Z

メディア対策委員会 委員 河田 淳一 東京平成 2R-1Z

メディア対策委員会 委員 藤田 紘子 東京ヒルズ 3R-3Z

薬物乱用防止委員会 委員長 石井 征二 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 東京鶯谷 6R-2Z

薬物乱用防止委員会 委員 岡﨑 孝 東京石泉 7R-3Z

薬物乱用防止委員会 委員 根津 万寿夫 東京石泉 7R-3Z

薬物乱用防止委員会 委員 諸見里 清 東京世田谷 10R-2Z

薬物乱用防止委員会 委員 津村 信彦 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 鶴ケ谷 正司 東京江戸川中央 5R-2Z

青少年･レオ･ライオンズクエスト委員会 委員 押山 憲昭 東京平成 2R-1Z

青少年･レオ･ライオンズクエスト委員会 委員 佐藤 泰治 東京新世紀 2R-2Z

青少年･レオ･ライオンズクエスト委員会 委員 真﨑 邦雄 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 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 岩﨑 盛司 東京八王子中央 14R-1Z
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YCE委員会 アドバイザー 河合 悦子 東京みやこ 2R-1Z

YCE委員会 副委員長 青木 秀茂 東京吉祥寺 12R-1Z

YCE委員会 委員 氷田 孝 東京蒼天 1R-3Z

YCE委員会 委員 須藤 修 東京芝 3R-1Z

YCE委員会 委員 三宅 泰雄 東京高輪 3R-1Z

YCE委員会 委員 城戸 正幸 東京文化 6R-1Z

献血・骨髄移植委員会 副委員長 渋谷 俊德 東京新都心 11R-1Z

献血・骨髄移植委員会 委員 大久保 英彦 東京白門 4R-3Z

献血・骨髄移植委員会 委員 松田 貞男 東京大森 9R-1Z

献血・骨髄移植委員会 委員 島田 益吉 東京さぎそう 10R-2Z

献血・骨髄移植委員会 委員 波多野 和夫 武蔵村山 13R-1Z

献眼・献腎委員会 副委員長 日下 勲 東京成城 10R-2Z

献眼・献腎委員会 委員 椿 佳生子 東京麻布 3R-2Z

献眼・献腎委員会 委員 沼田 卓一 東京神宮前 10R-1Z

献眼・献腎委員会 委員 関 真一郎 東京田園調布 10R-2Z

献眼・献腎委員会 委員 大竹 信硡 東京新宿 11R-1Z

献眼・献腎委員会 委員 鹿野 輝明 東京立川 13R-1Z

スペシャルオリンピックス委員会 副委員長 谷山 光俊 東京ウエスト 9R-2Z

スペシャルオリンピックス委員会 委員 荻野 桂一 東京神楽坂 8R-2Z

スペシャルオリンピックス委員会 委員 堺田 明美 東京蒲田 9R-1Z

スペシャルオリンピックス委員会 委員 小泉 重光 東京ウエスト 9R-2Z

スペシャルオリンピックス委員会 委員 福島 俊郎 東京小金井 13R-1Z

スペシャルオリンピックス委員会 委員 飯沢 宗光 東京八王子いちょう 14R-1Z

プロトコール委員会 委員長 塩月 藤太郎 東京田無 13R-2Z

プロトコール委員会 副委員長 梶原 正和 東京小金井 13R-1Z

プロトコール委員会 委員 藤井 良一 東京江東南 4R-2Z

プロトコール委員会 委員 折登 紀昭 東京葛飾 5R-1Z

プロトコール委員会 委員 川俣 貴三雄 東京吉祥寺 12R-1Z

プロトコール委員会 委員 長谷山 勝美 東京湧水 13R-2Z

法人化サポート委員会 委員長 進藤 義夫 東京世田谷 10R-2Z

法人化サポート委員会 副委員長 吉田 宗一郎 東京武蔵野 12R-1Z

法人化サポート委員会 委員 木内 健太 東京築地 2R-2Z

法人化サポート委員会 委員 森 亮介 東京渋谷 10R-1Z

法人化サポート委員会 委員 山本 康弘 東京世田谷 10R-2Z

法人化サポート委員会 委員 熊野 活行 東京大江戸 11R-3Z

国際大会・OSEALフォーラム委員会 委員長 細川 孝雄 東京赤坂 3R-3Z

国際大会・OSEALフォーラム委員会 副委員長 中嶋 文夫 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 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 東京巣鴨 8R-2Z

国際大会・OSEALフォーラム委員会 委員 藤田 幸直 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 東京町田クレイン 12R-2Z

第69回複合地区年次大会委員会 副委員長 佐原 幸雄 東京みやこ 2R-1Z

第69回複合地区年次大会委員会 委員 山口 軍次 東京番町 1R-2Z

第69回複合地区年次大会委員会 委員 知野 秀雄 東京晴海 2R-1Z

第69回複合地区年次大会委員会 委員 菱岡 敏光 東京浅草 6R-1Z

第69回複合地区年次大会委員会 委員 野々 晴久 東京玉川 10R-2Z

監査 富田 純明 東京目黒 9R-2Z

GMT330複合地区コーディネーター（A 担当） 伊賀 保夫 東京ピース 1R-2Z

GMT330複合地区コーディネーター（B,C担当） 進藤 義夫 東京世田谷 10R-2Z

LCIF330複合地区コーディネーター 阿久津 隆文 東京赤坂 3R-3Z

SCP・FWT330複合地区副コーディネーター 浅井 洋一郎 東京新橋 3R-1Z
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