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

 本日昨例会朔実百樹細珊埼採世話削作三擦際甑 

埼朔菱剤腰突然埼際歳腰 

米国昨隣門女子大学昨卒業生燦 

追跡調査裁冴碕祭山卒業ア識バ痔削 

笑顔埼写榊崎い冴人達朔 

裁栽薩榊面坂榊冴人削比冊崎腰 

30年後雑皿三幸福削暮晒裁崎い冴 

碕いう宙燦あ傘心理学者歳幸在昨構造 

碕いう本埼紹跳裁崎い擦際甑 

幸福作人朔好擦裁く作い出来宙削雑 

何栽良い珵朔作い栽碕探傘積極志向歳強く幸福埼作い人朔好擦裁

い出来宙削対裁崎雑否定的作側面燦考え歳阪坂碕言い擦際甑 

笑う門削朔福来傘碕雑言い擦際甑 

肴擦三禍福燦分砕傘昨朔気昨持阪様坂碕雑言え傘碕いう祭碕埼際甑 

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

菌 年会費納入昨採知晒在甑 

菌 201【年1月昨竺実タ式実鴫実ト朔, １㌦＝120付埼際甑    

ニコニコボッ屍スニコニコボッ屍スニコニコボッ屍スニコニコボッ屍ス                                                                                                                                

林 菖蒲,長井 源基,井口 篤,奥村 清隆,戻出 誠,小濱 彰男, 

佐藤 肘宏,清水 濯昭,橋本 悟,隴東 塡,濯野 營治郎, 

宮園 丸忠, 山託 茂紀,脇 文彦,前滿 佳久 

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：1【1【1【1【,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                                                                                                                                                    

◆◆◆◆    2222月諸宙採採祝い月諸宙採採祝い月諸宙採採祝い月諸宙採採祝い    

懇会員採誕生日 

』日林 菖蒲 会員 

芹私朔年埼瀧番寒い時季削 

生擦参擦裁冴甑何雑無栽榊冴 

そ珊作時代削私雑初節句削碕 

父歳琢京裁手作三昨採雛様燦買榊崎来崎く参擦裁冴甑鷺昨様削手

削入参冴昨坂山う碕思い擦際甑そ昨策作人形朔超埼雑私昨宝物昨

瀧肴埼際甑竺実タ式実昨友2008年3月号埼読者昨方々削披露細在

崎い冴坂済擦裁冴甑擦冴瀧年多忙削送傘祭碕削作傘碕思い擦際甑 

皿山裁く採肴済合い昨程採願い申裁琢砦擦際甑 

 

懇配偶者採誕生日昏 

1』日前滿 友里恵 様 

 

懇結婚記念日昏 

19日山託 茂紀 会員,22日滿口 好宏 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆    会長中間報告会長中間報告会長中間報告会長中間報告    

菱月燦雑阪擦裁崎201』～201【年度 

隰阪山桜竺実タ式実屍鹿字昨運営雑 

皆様昨採栽砦埼半分燦終え傘 

祭碕歳出来擦裁冴甑 

菜榊碕ふ三返榊崎札擦際碕腰 

 

婚】/1【恨坪井ＡＧ昨例会昨予定埼裁冴歳台風11号昨琦中溺甑 

 

婚】/23恨岡田姉バナ実質坪井ＡＧ昨訪問例会歳3屍鹿字合輪 

埼華王殿削崎開催細参擦裁冴甑 

 

婚8 月恨インタ実ア屍ト年次大会歳あ三 1』 日削私碕植隰委員長腰

戻出副委員長碕宮園地区委員碕『人埼関文尤会館匙 

出向済擦裁冴甑【 日削朔 】 月出来作栽榊冴坪井ＡＧ昨訪

問例会燦細在崎頂済擦裁冴甑 

 

婚9/13恨岐阜淡墨ＲＣ碕昨合輪例会歳あ三腰伊勢昨魚勘埼昼食 

不宮参拝腰採栽砦横卓周辺散策腰サ璽ット会場碕作傘 

周辺昨見学等実施裁腰岐阜淡墨ＲＣ昨方々削朔腰 

碕崎雑喜珊埼頂い冴様子埼裁冴甑 

 

婚10/3恨隰阪紀渝市識実寺ＩＭ歳あ三尾鷲ＲＣ昨主催削皿三 

尾鷲市文尤会館埼腰少人数晒裁く手作三感い榊窄い昨 

不容埼手料理雑採い裁い昼食会埼裁冴甑 

 

婚11/22-23恨 

2【30地区大会歳腰鈴鹿サ実姿ット昨国際鴫実シン市 

コ実スAREA削崎開催細参腰各会長昨札埼行わ参冴 

鴫セ寺ション朔腰親交燦深薩傘祭碕歳出来擦裁冴甑 

 

婚12月恨恒例昨屍式ス爾ス例会朔腰家族例会碕裁崎 

斎家族昨方削雑参加裁崎い冴坂済楽裁く過斎裁擦裁冴甑 

 

以琢腰会長中間報告碕細在崎頂済擦際甑 

    

日時 コケゲシ 年 コ 月 サ 日膅木䐢 

会場 実百樹 

行事 諸事お祝い・会長中間報告 

出席 ゴジ 名 コス 名 本日の出席率  ジケ.コジ% 
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会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶  林 菖蒲                                       

 「/1」婚会員数別増強討論会恨歳腰メッセウ伺ン市札え埼開催さ

参擦した甑鈴木康会員増強委員長腰清水会長エ鴫屍詞腰45昨」隣

埼出席し腰渇退会防溺会員維持。林週腰滑増強。清水週腰葛女性会員。鈴

木週歳腰各便科会燦児式実詞実屍形式埼参盆し擦した甑45歳参盆し

た渇埼際歳腰増強皿三雑菱剤大勉作宙朔文數通三会員昨退会防溺腰

維持歳い栽削少作い会員数昨屍鹿字埼朔大勉作宙栽碕いう意見歳

多栽榊た埼際甑例会以外埼昨交流歳各会員昨結び肴済削肴作歳傘

栽歳大済作始子削作傘そう埼際甑各屍鹿字出席メン飼実削何度雑

爾使屍歳回榊崎済崎い山珊作意見歳あ三腰鐚意義作セ璽試実埼し

た甑「/1『朔婚職業奉捗質社会奉捗質国際奉捗合輪研修セ璽試実恨

歳岐阜市鹿ン詩ホテ識埼開催さ参腰山託会員腰奥村会員腰小濱会

員腰清水会長エ鴫屍詞腰45昨』隣歳参盆し擦した甑岡田姉飼試実腰

望田姉飼試実エ鴫屍詞直昨方々昨挨拶や服部歯旨詞姉飼試実昨基

調講演歳あ三腰又国際竺実タ式実「』00地区小船井歯旨詞姉飼試実

昨講演削朔活気歳あ三腰思わ剤聞済入榊崎し擦い擦した甑 

不容碕し崎坤竺実タ式実昨変化碕日本昨役某墾削「肴昨流参歳あ

三腰一肴目碕し崎国際竺実タ式実朔戦略計画燦実行際傘琦削大済

く変貌したこ碕甑忠肴目朔腰世界昨竺実タ式実昨変化削対し崎我々

朔鷺う際参柵皿い昨栽甑こ昨忠肴昨流参燦札崎い栽作け参柵作晒

作い碕いう採話埼した甑 

ＲＩ理宙会昨権限強化腰そし崎規定審議会埼昨一貫碕した規制緩

和作鷺作鷺甑又似チャ使元会長朔今年度会長昨鹿似ン詩鹿ン会長

歳竺実タ式実昨中核的価値観際作わち似施ネ旨及び専門職埼昨高

い倫理基準昨促禍碕いう理念燦破壊し崎い傘碕指摘したこ碕朔大

変勇気あ傘発言埼あ傘碕言わ参擦した甑 

以琢昨様削色々碕変化歳埼崎済崎い傘今腰日本昨竺実タ式実朔独

自昨方法埼対応し崎行こう碕いう御意見埼した甑 

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

●「01【-1】年度国際竺実タ式実昨テ実爾朔腰 

婚人類削奉捗際傘竺実タ式実人類削奉捗際傘竺実タ式実人類削奉捗際傘竺実タ式実人類削奉捗際傘竺実タ式実恨 

●次溫例会1000回記念例会朔腰仔識コ実識昨提供あ三埼際甑 

●次年度昨竺実タ式実手帳昨注文燦取三擦碕薩擦際甑 

●「01【年1鏤昨竺実タ式実鴫実詞朔, １㌦＝1「0付甑 

ニコニコボッ屍スニコニコボッ屍スニコニコボッ屍スニコニコボッ屍ス                                                                        

林 菖蒲,長井 源基,奥村 清隆,川口 好宏,小濱 彰男 ,越山 明,

清水 濯昭,隴東 塡 ,鴻原 肘,前川 佳久,宮園 丸忠,山託 茂紀,

脇 文彦,          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：1』,0001』,0001』,0001』,000 付付付付埼した甑 

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

懇「鏤1」日昏会員数別増強討論会 

。報告者：清水 会員腰鈴木 康 会員腰奥村 会員週 

懇「鏤1『日昏職業奉捗質社会奉捗質国際奉捗合輪研修セ璽試実 

。報告者：林 会長週 

会会会会長挨拶長挨拶長挨拶長挨拶  林 菖蒲                 

我歳隰阪山桜竺実タ式実屍鹿字朔 

昨年創立「0周年燦迎え不外共削 

そ昨斂在感歳仔侍実識さ参擦た甑 

そし崎今日朔腰創立以来昨 

1000100010001000回目昨例会回目昨例会回目昨例会回目昨例会埼際甑 

メン飼実輪士さ晒作傘親交燦深薩崎腰 

次作傘記念例会削向け例会燦裴搾崎 

い済たい碕思い擦際甑 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告  長井 源基             

●」鏤昨竺実タ式実鴫実詞朔腰１㌦＝１「0付甑 

●」/」隰阪」屍鹿字合輪例会昨珵鐘18：」0埼際甑仔識コ実識鐚三甑 

ニニニニコニコボッ屍コニコボッ屍コニコボッ屍コニコボッ屍スススス                                                                

林 菖蒲,長井 源基,井口 篤,植隰 悦子,太田 塡隆,岡井 凡, 

奥村 清隆,川口 好宏,小濱 彰男,越山 明,坂本 昇,佐藤肘宏, 

清水 濯昭,鈴木 塡之,鈴木 康,立岡 44之,田中 和弘,辻 真理子,

西谷 満,橋本 悟,林 擦さ子,隴東 塡 ,前川 佳久,濯褫 營治郎,

宮園丸忠,村田 耕一,山託 茂紀,脇 文彦, 

以琢以琢以琢以琢「8「8「8「8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：1」【,0001」【,0001」【,0001」【,000 付付付付埼した甑 

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

～～～～第第第第1000100010001000 回回回回    記念例会記念例会記念例会記念例会～～～～    

懇領会禍行昏越山 親睦委員長 

☆歴代会長。思い出話し等週☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙削崎例会別紙削崎例会別紙削崎例会別紙削崎例会1000100010001000回記念陵発行回記念陵発行回記念陵発行回記念陵発行甑甑甑甑    

日時 コケゲシ 年 コ 月 ゲス 日膅木䐢 

会場 フ箵ックスホテ䈎 ゴF 

行事 国際奉仕委員会担当例会 

出席 ゴジ 名 コジ 名 本日の出席率  ジコクズジ% 
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日時 コケゲシ 年 コ 月 コザ 日膅木䐢グゲズセケケ～コケセゴケ 

会場 フ箵ックスホテ䈎 ゴＦ 

行事 第 ゲケケケ 回記念例会 

出席 ゲケケ% 

記念品記念品記念品記念品ですですですです！！！！    
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第第第第 21212121期期期期                2015201520152015----2016201620162016    

林 菖蒲 長井 原基 

会長会長会長会長    幹事幹事幹事幹事    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

3333 代代代代    三野三野三野三野    營治郎營治郎營治郎營治郎    会長会長会長会長    

山桜RC例会1000回燦迎え傘祭碕歳埼済ま裁た祭碕燦採慶び申裁

琢砦ま際甑 

本日出席際傘予定埼裁た歳腰先般腰託肢大動脈血栓症昨手術燦 

行い体調不良昨為残念作歳晒靭席細在崎頂済ま際甑 

亡く作晒参た4名昨会長各位燦偲び作歳晒意義あ傘例会埼あ三ま

際皿う祈念いた裁ま際甑 

合掌 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13131313 代代代代    宮園宮園宮園宮園    丸二丸二丸二丸二    会長会長会長会長    

今晩朔腰１３代目昨宮園埼際甑 

重責削雑栽栽わ晒剤腰 

一年間燦終え傘祭碕歳出来ま裁た甑 

幹事細珊燦始薩皆様削助砕晒参崎昨会長埼裁た甑 

感謝裁崎採三ま際甑 

改薩ま裁崎あ三歳碕う斎菜いま裁た甑 

会長職削肴済ま裁崎腰ロータリー昨事燦少裁剤肴勉強裁崎済た 

逗第埼際甑 

エピソード碕言う栽思い出碕裁崎朔腰 

台湾埼会長碕裁崎昨スピーチ歳出来ま裁た事歳腰今雑胸削残榊崎

採三ま際甑 

以琢埼際甑あ三歳碕う斎菜いま裁た甑 
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