
会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶  林 菖蒲                                       

 早い雑昨埼201』～201【年度腰最初昨例会を迎えま裁冴甑                    

罪参財参昨歯スト会長朔皆様腰多大作業績を残細参冴昨坂作あ碕

改薩崎実感ま際甑強力作妹っ人幹宙削支え晒参作歳晒活動裁崎い

済ま際甑歯スト会長皆様方歳腰採っ裁皐傘ｗあっ碕いう間ｘ昨一    

年埼裁鮫う歳超昨45削朔長い一年埼際甑一生懸和昧薩細在崎い冴

坂済ま際昨埼腰皆様昨多大作傘御協力を採願い裁崎第一回目昨例

会昨会長挨拶碕細在崎頂済ま際甑鷺う財皿山裁く採願い致裁ま際甑 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告  長井 源基                                   

●例会後理宙会 ●年会費昨採願い ●ガ飼ナ実宙務所開設昨案不 

●地区大会宙務所開設昨案不 ●201『-201』 年度ガ飼ナ実宙務所

閉鎖昨案不 ●ガ飼ナ実宙務所開設昨案不 ●ガ飼ナ実嗣鴫クト宙

務所開設昨案不 ●尾鷲ＲＣ例会日昨変更昨採知晒在 ●新会員推

薦会員へ昨認証品 ●会員基盤･増強維持研修セミナ実碕次期会員

増強研修セミナ実昨報告書 ●月信】月号訂正昨採知晒在 

会長･会長･会長･会長･幹宙幹宙幹宙幹宙ﾊﾞｯｼﾞﾊﾞｯｼﾞﾊﾞｯｼﾞﾊﾞｯｼﾞ交換式交換式交換式交換式////新会員紹跳認証新会員紹跳認証新会員紹跳認証新会員紹跳認証ﾊﾞｯｼﾞ授与式ﾊﾞｯｼﾞ授与式ﾊﾞｯｼﾞ授与式ﾊﾞｯｼﾞ授与式                                                

            

    

    

    

    

ニ思ニ思ボッ屍旨ニ思ニ思ボッ屍旨ニ思ニ思ボッ屍旨ニ思ニ思ボッ屍旨                                                                                                                                

林 菖蒲,長井 源基,植松 悦子,大田 正隆,岡井 功,奥村 清隆, 

北出 誠,小濱 彰男,越山 明,坂本 昇,佐藤 光宏,清水 濯昭, 

鈴木 康,立岡 44之,西 大輔,西谷 満,西村 伸久,橋本 悟, 

林 ま細子,濯野 營治郎,宮園 丸忠,山託 茂紀,脇 文彦 

以琢以琢以琢以琢23232323隣様質合計金額：隣様質合計金額：隣様質合計金額：隣様質合計金額：29,00029,00029,00029,000 付付付付埼裁冴甑  

プロ市ラムプロ市ラムプロ市ラムプロ市ラム                                                                                                                                            

◆◆◆◆    諸宙採祝い諸宙採祝い諸宙採祝い諸宙採祝い        

懇】月度採誕生月昨会員/採誕生日昏 

11日 西 大輔 会員,19日 小濱 彰男 会員,2】日 橋本 悟 会員  

懇会員配偶者昨採誕生日昏 

9日 田中 美智子 様,】月12日 水井 愛 様                                               

◆◆◆◆    201』201』201』201』～～～～201【201【201【201【松阪山桜ＲＣ松阪山桜ＲＣ松阪山桜ＲＣ松阪山桜ＲＣ理宙役員理宙役員理宙役員理宙役員昨皆様方昨皆様方昨皆様方昨皆様方    

    

    

    

    

    

    

    

 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶  林 菖蒲                     

幹宙碕松阪RC例会削出席裁崎参三ま裁冴甑松阪東RC昨会長幹

宙雑斎一緒埼裁冴甑会員数歳当ク鹿ブ皿三多い祭碕雑あ三少裁雰

囲気歳違う感載歳裁ま際甑45朔山桜RC昨メン飼実昨皆様を僭越作

歳晒家族埼作傘家庭碕輪載削考え崎いま際昨埼腰罪参財参昨家庭

昨違い昨様削思わ参崎面白い埼際甑和気あいあい昨当ク鹿ブ昨雰

囲気を剤っ碕続け崎い済冴い雑昨坂碕思いま際甑 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告  長井 源基                 

●例会後臨時理宙会 ●サン歯司竺埼開催細参冴竺実タ式実第

10【回国際大会昨各種映像資料歳腰国際竺実タ式実 司史ブサイト

削掲載甑。問合在:宙務局) ●お第 1『 回竺実タ式実囲碁全国大会が

開催昨案不 

志旨ト質ビ施タ実志旨ト質ビ施タ実志旨ト質ビ施タ実志旨ト質ビ施タ実                                                                            

懇松阪ＲＣ昏会長:奥村 徳男 様/幹宙:岡田 光生 様 

懇松阪東ＲＣ昏会長:田中 敏雄 様/幹宙:北 勇人 様 

懇米山奨学生昏邱 沢愷 様 

 

 

 

ニ思ニ思ボッ屍旨ニ思ニ思ボッ屍旨ニ思ニ思ボッ屍旨ニ思ニ思ボッ屍旨                                                                                                                            

林 菖蒲,長井 源基,岡井 功,奥村 清隆,川口 好宏,小濱 彰男          

越山 明,立岡 44之,田中 和弘,西 大輔,橋本 悟,林 ま細子 

宮園 丸忠,山託 茂紀 以琢以琢以琢以琢1『1『1『1『隣様隣様隣様隣様    合計金額：合計金額：合計金額：合計金額：1【,0001【,0001【,0001【,000付付付付埼裁冴甑   

プロ市ラムプロ市ラムプロ市ラムプロ市ラム                                                                                             

◆◆◆◆    委員長挨拶委員長挨拶委員長挨拶委員長挨拶    

婚山託山託山託山託出席委員長恨婚西西西西会報･広報委員長恨婚岡井岡井岡井岡井Ｒ財団委員長恨 

婚鈴木正之鈴木正之鈴木正之鈴木正之環境保全委員長恨婚西谷西谷西谷西谷米山委員長恨 

婚太田太田太田太田ク鹿ブ管理委員長：超年度皿三倭隣歳変わ三ま裁冴甑竺実

タ式実ク鹿ブ全体昨親睦を深薩腰地域昨気概を高薩罪昨琢埼地区

全体昨宙業展開を活発削腰裁い崎朔ＲＩ罪昨雑昨昨活動性を高薩

崎いく宙を目的削働栽在崎い冴坂済ま際甑 

◆ ク鹿ブ奉仕委員会担当例会ク鹿ブ奉仕委員会担当例会ク鹿ブ奉仕委員会担当例会ク鹿ブ奉仕委員会担当例会  鴻原鴻原鴻原鴻原    委員長委員長委員長委員長 

 

日時 コケゲザ 年 ジ 月 コ 日膅木䐢 

会場 竴箵ックスホテ䈎 ゴＦ 

行事 諸事お祝い・理事役員挨拶 

出席 ゴサ 名中 ゴケ 名 本日の出席率 スス.コゴ % 

月報月報月報月報    第第第第2222 号号号号    8888月月月月6666日発行日発行日発行日発行    

ズジケズジケズジケズジケ    ズジゲズジゲズジゲズジゲ    

日時 コケゲザ 年 ジ 月 ズ 日膅木䐢 

会場 竴箵ックスホテ䈎 コＦ 

行事 委員長挨拶・クラ𥫤奉仕委員会担当例会 

出席 ゴサ 名中 コス 名 本日の出席率 スコ.ゴザ % 

委員長の皆様委員長の皆様委員長の皆様委員長の皆様    

理事理事理事理事の皆様の皆様の皆様の皆様    



会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶  林 菖蒲                                       

 坪井AG訪問例会昨予定埼し冴歳台風接近昨琦腰延期碕作三擦し

冴甑1」 日θ月χ幹宙碕松阪東 R（ 例会燦訪問し擦し冴甑国産ウ使

旨姿実歳世界席巻甑世界的作酒類品評会坤使ンタ実試斯ョ試識旨

侍式紫肢質チャ鴫ン施墾昨ウ使旨姿実部門埼支ン詞式実ホ実識視

伺ング旨昨坤響「1年墾碕誌紫始ウ使旨姿実昨坤児竺ム質孜質飼鴫

識墾歳輪時受賞甑貿易統計削皿傘碕ウ使旨姿実輸出額朔前年比『】%

増昨』8億円埼10年前昨約【倍削拡大し冴碕いうこ碕埼す甑こう

いっ冴経済効果も嬉しい埼す搾甑 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告  長井 源基                                   

●竺実タ式実昨友電子版閲覧ＩＤ歯旨ワ実詩朔腰宙務局削採尋搾

く坂さい甑 

●濯重信用金庫栽晒坤第「8回札えし珊済珊幼児画展墾開催要項 

 

 

 

 

ニコニコボッ屍旨ニコニコボッ屍旨ニコニコボッ屍旨ニコニコボッ屍旨                                                                                                                                

林 菖蒲,長井 源基,小濱 彰男, 坂本 昇,清水 濯昭,立岡 秀之 

橋本 悟       以琢以琢以琢以琢】】】】隣様質合計金額：隣様質合計金額：隣様質合計金額：隣様質合計金額：10101010,000,000,000,000 円円円円埼し冴甑  

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告                                                                                         

立岡会員：名取RCから義援金の御礼の紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロ市ラムプロ市ラムプロ市ラムプロ市ラム                                                                                                                                            

◆◆◆◆    「01』「01』「01』「01』～～～～「01【「01【「01【「01【年度年度年度年度    プ竺グ鹿ム昨プ竺グ鹿ム昨プ竺グ鹿ム昨プ竺グ鹿ム昨説明碕確認説明碕確認説明碕確認説明碕確認    長井長井長井長井    幹宙幹宙幹宙幹宙    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

旨師施ュール旨師施ュール旨師施ュール旨師施ュール                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボッ屍旨ニコニコボッ屍旨ニコニコボッ屍旨ニコニコボッ屍旨                                                                            

林 菖蒲,長井 源基,岡井 功,奥村 清隆,川口 好宏,小濱 彰男, 

越山 明,立岡 秀之,田中 和弘,西 大輔,橋本 悟,林 擦さ子 

宮園 丸忠,山託 茂紀 以琢以琢以琢以琢1『1『1『1『隣様隣様隣様隣様    合計金額：合計金額：合計金額：合計金額：1【,0001【,0001【,0001【,000円円円円埼し冴甑 

日時 コケゲザ 年 ジ 月 ゲシ 日膅木䐢 

会場 竴箵ッ祲スホテ䈎 ゴＦ 

行事 コケゲザ～コケゲシ 年度𥫣箼禕ラム説明 

出席 ゴサ 隣中 コシ 隣 本日の出席率 ジシ.サジ % 

月報月報月報月報    第第第第2222 号号号号    8888月月月月6666日発行日発行日発行日発行    

ズジコズジコズジコズジコ    ズジゴズジゴズジゴズジゴ    

日時 コケゲザ 年 ジ 月 コゴ 日膅木䐢 

会場 華王殿 

行事 松阪 ゴ 祲ラ𥫤合輪ガバナ籞公式訪問籗 

ガバナ籞補佐訪問例会 

出席 ゴサ 隣中 コス 隣 本日の出席率 スコ.ゴザ % 

 司会 松阪山桜RC幹宙 長井 原基 

06：30 珵鐘 松阪山桜RC会長 林  菖蒲 

 国歌斉唱懇君歳代昏 

 竺実タ式実ソング懇奉仕昨理想昏 

 会長挨拶 松阪山桜RC会長 林  菖蒲 

 婚姉飼試実質姉飼試実補佐質地区役員 紹介恨 

 食宙 

 幹宙報告 松阪山桜RC幹宙 長井 原基 

 出席報告  θ各RCχ 

 誌コ誌コBOX報告 θ各RCχ 

07：00 挨拶 姉飼試実補佐 坪井 常弘 様 

 卓話 姉飼試実 岡田 信春 様 

07：30 珵鐘 松阪山桜RC会長 林  菖蒲 

林会長林会長林会長林会長    坪井坪井坪井坪井ガバガバガバガバナーナーナーナー補佐補佐補佐補佐    岡田岡田岡田岡田ガバナーガバナーガバナーガバナー    



    

    

月報月報月報月報    第第第第2222 号号号号    8888月月月月6666日発行日発行日発行日発行    

会長・幹事 懇談会 

岡田岡田岡田岡田    信春信春信春信春    様様様様    ガバナーガバナーガバナーガバナー    ガバナーガバナーガバナーガバナー補佐補佐補佐補佐    坪井坪井坪井坪井    常弘常弘常弘常弘    様様様様    


