
A B C D

会計 副議長 幹事 副議長

三宮　秀介 畑山　裕子 正岡　　章 佐々木 由美子 橋崎　良治
（神戸須磨） （西宮ホワイト） （吹田江坂） （京都むらさき） （姫路大手前）
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江草　長史 福井　利和 古川　繁浩 福井　孝治 増本　盛美
（D・和田山） （洲本おのころ） （堺） （京都紫明） （高砂）

𠮷村　弘吉 土田 壮太郎 笹部 美千代 中島　哲男 小牧　清彦

（B・和歌山） （尼崎南） （岸和田コスモス） （草津） （高砂）

川野　浩史 永田　雅章 高松　順一 四方　素生 今里　朱美
(B・大阪すみのえ） （明石しおさい） （茨木） （綾部） （姫路スター）

鯖江　敏子 吉岡　敏子 大塚　純子 北岸  秀規 永久　眞司
（B・茨木ハーモニー） （稲美） （大阪コスモス） （大津びわこ比叡） （姫路白嶺）

秋本 久美子
（A・芦屋ﾊｰﾓﾆｰ）

夏　　有民 浜原　正豊 西木　宣雄 一盛　広樹 髙井　利夫
（B・大阪天王寺） （神戸センチュリー） （大阪大正） （舞鶴） （姫路大手前）

小林　　聰 栗栖　正明 岡田　信次 町田　浩一 井上　博文
（D・姫路広陵） （神戸（ホスト）） （大阪新大阪） （京都南） （姫路ゆめさき）

中谷　豊重 中嶋　成光 浦　　吉彦 岩澤　有徑 嶋津　眞治
（B・岸和田） （芦屋） （白浜南） （京都鉾町） （姫路大手前）

𠮷川　二郎 阪田　勝紀 森田　茂稔 中原　憲治 三上　雅由

（C・奈良） （芦屋東） （池田） （八日市） （姫路）

南　　英三 阪田　勝紀 森田　茂稔 　東　英一郎 三上　雅由
（C・草津） （芦屋東） （池田） （草津） （姫路）

堀口　清隆 三條 真由美 古川　繁浩 松本　隆善 古川　英正
（A・神戸みなと） （神戸イースト） （堺） （大和郡山） （姫路グリーン）

足達　靖彦  松田　多恵子 　松本　佳久 　山辺　元康 須々木　智
（C・京都やわた） （神戸あじさい） （守口） （橿原） （姫路中央）

増本　盛美 横田　和邦 古川　繁浩 野田　芳朗 舩橋　佳照
（D・高砂） （神戸三宮） （堺） （京都西） （加古川中央）

柿原　勝彦 江畑　雅彦 松秋　峰康 山下　守男 二川　恵美
（B・高槻） （川西中央） （大阪桜之宮） （京都醍醐） （福崎サルビア）

瀧北 美智子 藤井　一弘 松本　佳久 松原 公太郎 山口　貴富
（D・姫路さくら） (神戸ウエスト） （守口） （京都紫明） （姫路白鷺）

佐々木　健太 横田　和邦 中尾　　斉 野田　芳朗 目木　敏彦
（B・吹田江坂） （神戸三宮） （摂津） （京都西） （赤穂）

委　員　会 委　員　長
(MDコーディネーター)

　委　員 （地区委員長）　　※ GAT、LCIFは地区コーディネーター

335複合地区ガバナー協議会・委員会／GAT／LCIF／

日本ライオンズ等　役員一覧(2021～2022年度)

議 長ガバナー協議会
(緊急援助資金委
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辰巳　博昭 瀧川　秀樹 森田 健一郎 青木　惠子 山本　正博
(A・神戸須磨） （西宮甲子園） （吹田江坂） （京都むらさき） （姫路大手前）

入江　成子 花房　博夫 八木　光次 木村　正治
（西宮ホワイト） （吹田江坂） （京都醍醐） （姫路大手前）

辻　　一夫 下副田 弘文 吉田　　宏 吉村　栄義 太田　久之
(外部監査・税理士) （ 明石西） （豊中千里） （京都桃山） （加古川中央）

第68回年次大会委員長 MC・ITアドバイザー

森岡　義雄 児玉　和久
(A・神戸須磨） (B・和歌山）
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浜原　正豊 津田　勝之 一盛　広樹 濱本 嘉代子
(神戸センチュリー) （大阪桜之宮） (舞鶴） （福崎サルビア）

山中　　健 西尾　良典 山本　　忍 廣田　晃一
(芦屋） （大阪北） (栗東） (姫路中央）

≪国際理事会≫

国際理事 元国際理事 元国際理事
元国際理事会
アポインティ

永田　賢司 西川　義則 福井　正憲 城阪　勝喜
(C・京都洛陽) （D・姫路白鷺） （C・山城） (B・大阪港)

≪全日本・国際レベル役員≫

GATエリアリーダー
LCIFキャンペーン
副エリアリーダー

GMA日本ﾊﾟｲﾛｯﾄ地区

特命リーダー
FWT顧問

OSEAL
レオ諮問パネリスト

城阪　勝喜 北畑　英樹 松岡　　勲 髙橋 かず子 森　　範子
(B・大阪港) (B・八尾菊花) (C・京都南) (B・堺フェニックス) (B・南大阪みささぎ)

≪日本ライオンズ　理事会／委員会≫

常務理事 委員長(未定) 理事 監事
国際理事候補者

推薦委員
ライオン誌
日本語版委員

松岡　　勲 福田　惠太 中村　　猛 団　　英男
(C・京都南) (A・芦屋) (B・枚方) (A・神戸みなと)

アラート委員会 アラート委員会 アラート委員会
アドバイザー 西日本統括リーダー 335複合地区班長

柿原　勝彦 坂本　惠市 藤之原 美津子
(B・高槻) (B・松原) (A・明石魚住)

≪日本LCIF≫ ≪ライオンズ大学校≫

理事 理事 評議員 学長

城阪　勝喜 田中　敏朗 松岡　　勲 城阪　勝喜
(B・大阪港) (B・泉大津) (C・京都南) (B・大阪港)

　委　員　（地区委員長 ）

第1副地区ガバナー

第2副地区ガバナー

三宮　秀介
(A・神戸須磨）

委　員　会 委　員　長

ガバナー協議会
事務局管理

会計監査


