
スローガン

会長☆ 寺井峰夫 （社） 30-1111 冨田真一 （社） 54-0163 橋本宏敏 （社） 23-2809 室田高義 （社） 54-3218 北口裕司 （社） 28-1225

GATファシリテーター （FAX） 30-1119 （FAX） 54-8688 （FAX） 23-2966 （FAX） 97-5608 （FAX） 28-1226

（社） （社）

（FAX） （FAX）

委員長 山本　馨 （社） 22-5792 委員長 山本俊正 （社） 24-2911 委員長 松浦逸郎 （社） 36-0508 委員長 加藤節子 （社） 0778-52-5763 委員長

（FAX） 23-9419 ☆ （FAX） 24-2929 （FAX） 34-3721 （FAX） 0778-52-5767 副委員長

副委員長 田端治幸 （社） 34-4464 副委員長 伴　敏行 （社） 23-4089 副委員長 山田龍彦 （社） 34-0338 副委員長 坪田浩一 （社） 21-2346

（FAX） 36-9844 ☆ （FAX） 24-6246 （FAX） 36-2131 （FAX） 21-2396

石倉大志郎 （社） 27-7752 ☆ 朝倉邦真 （社） 35-7695 副会計 荒谷修一 （社） 24-3920 前会長 安達吉則 （社） 21-5117

（FAX） 27-7798 （FAX） 35-7694 ☆ （FAX） 24-3922 ☆ （FAX） 21-5116 優待

上野　弘 （社） 22-3326 優待 江川政博 （社） 22-4279 末定清剛 （社） 54-8800 今井雪央 （社） 63-6458

（FAX） 21-0007 （FAX） 26-1150 （FAX） 54-1250 （FAX） 63-6459

木下博道 （社） 53-0800 優待 桶谷忠義 （社） 43-6492 高畠範行 （社） 21-4681 会計監査 岡島英雄 （社）

（FAX） 53-0889 （FAX） 43-6493 （FAX） 27-1468 （FAX） 24-1057

塩崎恭一 （社） 23-7700 小林孝至 （社） 23-8911 会計 橋本宏敏 （社） 23-2809 TT 北口裕司 （社） 28-1225

（FAX） 23-3752 （FAX） 21-8911 ☆ （FAX） 23-2966 ☆ （FAX） 28-1226

副LT 錦織勝一 （社） 30-0322 谷口　誠 （社） 67-5481 優待 本田　豊 （社） 33-3321 国広桂子 （社） 22-5204

☆ （FAX） 24-5277 （FAX） 67-5678 （FAX） 33-3235 （FAX） 25-4372 終身

☆ 益永重治 （社） 27-3700 仁川一夫 （社） 26-3737 松尾輝一 （社） 22-0805 副TT 清水祐樹 （社） 22-6547

（FAX） 24-2317 （FAX） 26-3737 （FAX） 27-7545 ☆ （FAX） 22-6961

LT 室田高義 （社） 54-3218 終身 早川定明 （社） 23-0037 終身 安田泰三 （社） 53-2251 ☆ 中村修二 （社） 54-5073 （正）山口広征

☆ （FAX） 97-5608 （FAX） 21-9032 （FAX） 53-5719 （FAX） 54-2766 上野　弘

山本公美 （社） 53-5556 副幹事 廣部隆弘 （社） 36-9559 山　裕二 （社） 34-0801 宮永昌夫 （社） 36-1550 竹内幸彦

（FAX） 53-5556 ☆ （FAX） 37-3830 （FAX） 34-0812 （FAX） 36-6120

（社） 松井正己 （社） 24-3428 ☆ 山口広征 （社） 54-7365 （社）

（FAX） （FAX） 24-3150 （FAX） 53-7340 （FAX） ZC

（社） （社） （社） （社） GST委員

（FAX） （FAX） （FAX） （FAX） FWT委員

副委員長 岩本史枝 （社） 22-7469 副委員長 下内孝博 （社） 0778-52-9077 副委員長 山岸範之 （社） 50-0006 副委員長 吉田正美 （社） 22-5564 MC委員

会計監査 （FAX） 27-3341 （FAX） 0778-52-9078 （FAX） 50-0009 （FAX） 22-5564 四献・環境保全委員

委員長 竹内幸彦 （社） 36-4025 委員長 長村浩亨 （社） 54-1345 委員長 村瀬直樹 （社） 23-2433 委員長 新尋　誠 （社） 35-1253 LQ・青少年育成委員

（FAX） 36-0355 （FAX） 54-1344 （FAX） 23-3413 （FAX） 35-1273 YCE委員

LCIF・ALERT委員

☆印は、今年度の理事です。12 13 13 12

山口広征

山　裕二

五献委員会 環境保全委員会 青少年育成委員会 障がい者福祉・地域社会奉仕委員会 山本俊正

水元一徳

安田泰三

会員増強特別委員会

（副）山岸範之

小林孝至

山本俊正

6R（1Z）地区委員

中村修二

松井正己

小林孝至

伴　敏行

山本　馨

中村修二

山本俊正

上野　弘

岡島英雄

桶谷忠義

高畠範行

伴　敏行

松井正己

松浦逸郎

益永重治

宮永昌夫

小林孝至

前会長[LCIF]

☆
安達吉則

21-3012 33-0315

計画委員会 GMT出席委員会 財務・会則付則委員会 PR・IT委員会 GLT委員会

幹事

☆

会計

☆

ライオン

テーマ

☆

テール

ツイスター

☆

第一副会長[GST]

☆

戸川智貴 23-2063 第二副会長[FWT]

☆

水元　一徳 36-1738

福井九頭竜ライオンズクラブ　委員会編成表

2020.7～2021.6

事務局　〒918-8067　福井市西木田2丁目8-1（福井商工会議所ビル）

「 今出来ることを精一杯に　～くじけず頑張ろうWe Serve～   」
TEL（0776）33-1864　／　FAX（0776）33-1865

E-Mail：f-kuzury＠arion.ocn.ne.jp　／　URL：http://f-kuzuryu.com/


