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

本日朔､月見例会碕いうこ碕埼 

昔､私昨父や祖父歳波瀬昨 

4/11社昨境不削小さ作池を造三 

罪こ削映傘採月様を観作歳晒 

句会を開い崎い冴こ碕を 

思い出しまし冴甑 

いつ栽本物昨月見例会歳 

出来冴晒面白い栽碕思います甑 

本日朔鷺う財皿ろしく採願いします甑 

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

菌9月昨竺実タリ実鴫実ト朔腰1㌦＝124付 

菌11月5日。木)隴橋西區扶輪社来隰削伴う例会変更埼す甑 

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                                                                            

 

 

 

 

 

 

懇米山奨学生昏邱 沢愷 様 

米山米山米山米山功労者感謝状功労者感謝状功労者感謝状功労者感謝状                                                                            

    

    

    

    

    

    

小濱 彰男 会員 

入会式入会式入会式入会式                                                                                                    

芹芹芹芹    隴東隴東隴東隴東    正正正正    会員会員会員会員θ推薦者 小濱 彰男 会員χ 

懇職業分類昏建築設備 工宙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

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,井口 篤,植隰 悦子,奥村 清隆,川口 好宏 

小濱 彰男,越山 明,坂本 昇,佐藤 光宏,鈴木 正之,鈴木 康, 

田中 和弘,西 大輔,橋本 悟,林 まさ子,鴻原 光,宮園 丸忠 

村田 耕一,山託 茂紀,脇 文彦 

以琢以琢以琢以琢21212121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：25252525,000,000,000,000 付付付付埼し冴甑 

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

懇橋本 親睦副委員長昏岐阜淡墨R（合輪例会削つい崎詳細報告甑 

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

◆◆◆◆    諸宙採3/11い諸宙採3/11い諸宙採3/11い諸宙採3/11い        

懇9月度採誕生月昨会員/採誕生日昏 

9日 隴東 正 会員 

11日 鴻原 光 会員 

23日 水井 澄夫 会員 

懇結婚記念日昏 

1日 濯野 營治郎 会員 

15日 林 菖蒲 会員 

◆◆◆◆出席委員会担当例会θ月見例会χ出席委員会担当例会θ月見例会χ出席委員会担当例会θ月見例会χ出席委員会担当例会θ月見例会χ    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 コケゲザ 年 ズ 月 ゴ 日膅木䐢 

会場 フ箵ックスホテ䈎 ゴＦ 

行事 諸事お祝い・出席委員会担当例会膅月見例会䐢 

出席 ゴザ 名中 コズ 名 本日の出席率 スコ.スシ % 

月報月報月報月報    第第第第4444 号号号号    10101010月月月月1111日発行日発行日発行日発行    

ズジスズジスズジスズジス    

月見例会月見例会月見例会月見例会    

月月月月    見見見見    例例例例    会会会会    



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

桜肴作歳三昨岐阜淡墨RC碕隰阪山桜RC昨年削瀧燵昨合輪例会埼

際甑今年朔当地へ採迎え際傘年埼際甑神宮へ参拝碕付近昨散策後腰

料理店削崎合輪例会甑そ裁崎終了後腰来年5月削開催細参ま際伊

勢志摩サミット会場碕作三ま際志摩ま埼斎案不致裁ま際甑今ま埼

以琢削親睦歳深ま傘合輪例会碕作三ま際様削甑。別㊎削岐阜淡墨

RC会長昨挨拶燦記載裁崎採三ま際甑) 

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,植隰悦子,岡井 功,奥村 清隆,椌濱 彰男 

越山 明,坂本 昇,佐藤 肘宏,清水 濯昭,鈴木 康,立岡 秀之 

田中 和弘,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：」4」4」4」4,000,000,000,000 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                                                                                             

◆◆◆◆    岐阜岐阜岐阜岐阜淡墨淡墨淡墨淡墨RCRCRCRC合輪例会合輪例会合輪例会合輪例会：別㊎削写真燦記載：別㊎削写真燦記載：別㊎削写真燦記載：別㊎削写真燦記載 

懇旨ケ施ュ実識昏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1」日昨合輪例会埼朔腰皆様腰斎41労様埼裁冴甑 

伊勢神宮へ採参三裁腰例会後朔志摩へ碕 

バ旨埼移動裁崎腰親睦燦図傘祭碕歳 

出来崎良栽榊冴碕思いま際甑 

敬老昨日歳近咲い崎い傘為栽腰 

年配昨方昨エッセイ歳目立阪ま際甑 

】「歳昨男性朔生涯学習削情熱燦注災腰 

種々昨イン旨トラクタ実昨資格や腰 

い山珊作認定燦受砕腰 

博士号ま埼所得裁ま裁冴甑 

又腰】5才昨女性朔腰「年半前栽晒朔載薩冴児ラン旨語昨」㊏検定

削合格裁冴碕昨宙甑菱昨男性朔腰燼右昨銘燦坤瀧生勉強腰瀧生青

春墾碕栽甑40い人削負砕作い精神力碕向琢心朔40細燦保肴妙薬作

昨栽雑知参ませ珊甑月見例会昨日削 「0 才坂榊冴採月様朔今夜朔

」.8才削40返榊崎いま際甑 

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

●盲棡犬育成募金盲棡犬育成募金盲棡犬育成募金盲棡犬育成募金へ 

坤ま傘皿裁墾。鴻原 会員) 

栽晒募金歳あ三腰 

領収書歳届済ま裁冴甑 

あ三歳碕う斎菜いま際甑 

 

ビ施タービ施タービ施タービ施ター                                                                                                

懇久居RC昏棚橋 裕 様 

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                                                                                                                

棚橋 裕 様, 

林 菖蒲,長井 源基,井口 篤,太田 正隆,岡井 功,川口 好宏, 

椌濱 彰男,清水 濯昭,林 ま細子,隴東 正,宮園 丸忠 

以琢以琢以琢以琢1「1「1「1「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：14141414,000,000,000,000 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                                                                                                                                        

◆◆◆◆    クラ字管理委員会担当例会クラ字管理委員会担当例会クラ字管理委員会担当例会クラ字管理委員会担当例会:::: 太田太田太田太田    正隆正隆正隆正隆    委員長委員長委員長委員長    

 

 

 

 

 

 

 

日時 コケゲザ 年 ズ 月 ゲゴ 日膅木䐢 

会場 魚勘 瓫伊勢𤭖  

行事 岐阜淡墨 RC 合輪例会 

出席 ゴザ 隣中 ゲジ 隣 本日の出席率 サス.ザジ % 

月報月報月報月報    第第第第3333 号号号号    10101010月月月月1111日発行日発行日発行日発行    

ズジズズジズズジズズジズ    ズスケズスケズスケズスケ    

 幹宙  長井 原基 

 親睦委員長  越山 明 

09：50 集合 隰阪山桜RC 児鴫ック旨ホテ識 

 (到着) 岐阜淡墨RC 児鴫ック旨ホテ識 

10：00 出発  伊勢へ 

10：20 休憩質採買物  へ珊柵餅(宮川店) 

11：00 参拝  伊勢神宮不宮 

 散策  採栽砦横卓 

 散策  採朔晒い町 

12：50 合輪例会  伊勢質魚勘 

14：30 合輪例会終了   

15：00 出発  志摩へ 

16：30 車窓 伊勢志摩サミット会場 周辺作鷺 

18：30 到着  児鴫ック旨ホテ識 

 解散  

日時 コケゲザ 年 ズ 月 ゲジ 日膅木䐢 

会場 竴箵ックスホテ䈎 コＦ  

行事 クラ𥫤管理委員会担当例会 

出席 ゴザ 隣中 コシ 隣 本日の出席率 ジサ.コズ % 



 

烋成ǘ７烝９月ǖǚ日 

ǘＲＣ合輪例会ǘＲＣ合輪例会ǘＲＣ合輪例会ǘＲＣ合輪例会    岐阜淡墨ロ実タ式実ク鹿ブ会長質岐阜淡墨ロ実タ式実ク鹿ブ会長質岐阜淡墨ロ実タ式実ク鹿ブ会長質岐阜淡墨ロ実タ式実ク鹿ブ会長質挨挨挨挨    拶拶拶拶    

 

ﾘﾘﾘﾘ会員増強会員増強会員増強会員増強とととと維持維持維持維持のためにのためにのためにのために、、、、今今今今！！！！    行動行動行動行動しようしようしようしよう！！！！！！！！ﾙﾙﾙﾙ    

本日朔腰松阪山桜ＲＣ細珊碕昨合輪例会削採招済頂済誠削あ三歳碕う斎菜い

ま際甑今期腰岐阜淡墨ロ実タ式実ク鹿ブ会長燦細せ崎頂い崎採三ま際髙木埼際甑

皿ろ裁く採願い致裁ま際甑 

岐阜淡墨ロ実タ式実ク鹿ブ朔腰24 期燦 13 隣碕いう少人数埼昨スタ実ト碕作三

ま裁た甑会員増強碕維持昨重要性燦いま細晒感載崎いま際甑 

今期朔 

今腰挑戦出来傘祭碕朔 今 挑戦裁皿う！ 

今腰行動出来傘祭碕朔 今 行動裁皿う！ 

燦ク鹿ブテ実マ碕裁崎腰良い碕思え柵即実行昨烝度削裁崎い済ま際甑 

今日昨松阪山桜ＲＣ細珊碕昨合輪例会碕懇親会削朔９隣昨参加碕作三ま際歳腰

松阪山桜ＲＣ細珊栽晒沢山昨パワ実燦頂済腰今後昨岐阜淡墨ＲＣ昨活力削裁崎

い済たい碕思っ崎いま際甑皿ろ裁く採願い致裁ま際甑 

 

                           2015-2016 烝度 

                          岐阜淡墨ロ実タ式実ク鹿ブ 

                          会 長   髙木 幹男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

    

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    

懇親会懇親会懇親会懇親会    

合同例会合同例会合同例会合同例会    


