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

 今夜朔ｗ梅ｘ削肴い崎昨採話細在崎い冴坂済ま際甑 

梅朔バ鹿科支屍鹿属昨落葉高木又朔 

そ昨果実昨祭碕燦言いま際甑 

毎年「鏤～『鏤削』枚昨花弁昨あ傘 

1㎝～」㎝ほ鷺昨花燦葉削菱立榊崎 

咲栽在傘植物埼際甑 

桃削比べ傘碕開花時昨華や栽作印象朔 

う際い昨埼際歳腰耿々削碕榊崎朔碕崎雑縁昨深い存在埼際甑 

江戸時代削朔坤旅行削靭栽在作い携帯食品墾埼坤濯毒θ水昨毒腰

血昨毒腰食べ物昨毒χ燦断阪そ昨日昨難燦昨歳参傘墾又坤梅干し

燦日斎碕食べ参柵福燦呼ぶ墾碕ま埼言わ参崎済まし冴甑 

梅昨酸榊窄細昨正体朔鐚機酸類そ昨代表歳屍エン酸埼際歳腰屍エ

ン酸朔糖便や脂肪便燦燃焼しエ資識子実燦鷺珊鷺珊作傘坤屍エン

酸支イ屍識墾昨回転燦促し疲労昨雑碕碕作傘乳酸昨生耨燦抑え傘

昨埼私イエ紫詞や疲労回復昨強い味方埼際甑又瞩菌効果雑あ三特

削斯ソ昨耨便碕昨相乗効果埼強力作殺菌質防腐作用燦発揮際傘碕

言わ参崎いま際甑採削災三や採弁当削梅干し燦入参崎食中毒燦予

防際傘生活昨知恵朔科学的立証細参腰他削雑大腸昨動済燦刺激し

崎便通燦良采際傘始テ姿ン酸腰肝臓昨機能や全身昨新陳代謝燦活

性化細在傘侍屍式ン酸腰乳酸燦代謝便解際傘式ン指酸や酒石酸作

鷺健康燦支治実詞し崎采参傘耨便歳数多采含ま参崎い傘昨埼際甑 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告  長井 源基              

●4鏤昨竺実祉式実鴫実詞朔腰１㌦＝116円甑● 例会後,理宙会 

志志志志ストストストスト                                                                                     

懇新会員予定者昏珎暑 直紀 様 

ニ思ニ思ボッ屍スニ思ニ思ボッ屍スニ思ニ思ボッ屍スニ思ニ思ボッ屍ス                                                                    

林 菖蒲,長井 源基,植隰 悦子,徂田 正隆,大川 和彿,岡井 功, 

小濱 彰男, 越山 明,清水 濯昭,鈴木 康,田中 和弘, 西谷 満 

西村 伸久, 橋本 悟腰林 ま細子,隴東 正,鴻原 肘,宮園 丸忠 

以琢以琢以琢以琢18181818名様質淋計金額：名様質淋計金額：名様質淋計金額：名様質淋計金額：「0「0「0「0,000,000,000,000 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                                                                                                    

欣鴻原 逗年度幹宙：地区協議会昨連絡甑 

欣橋本 国際委員：』鏤」日～』日台湾隴橋西區訪問昨斎連絡甑 

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

斤斤斤斤    『『『『鏤鏤鏤鏤諸宙採3/11い諸宙採3/11い諸宙採3/11い諸宙採3/11い        

懇会員採誕生日昏   懇配偶者採誕生日昏 

1「日長井 源基 会員  18日長井 千賀子 様 

1【日山託 茂紀 会員    懇結婚記念日昏 

「【日鈴木 康  会員   1「日村田 燐優 会員 

「】日越山 明  会員   」0日立岡 44之 会員 

 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶  林 菖蒲               

旨治実肢選手昨不祥宙歳相逗い埼いま際甑バ詩璽ン詞ン世界鹿

ン姿ン市「位昨選手歳涉法始施賜埼賭博削朔ま榊崎い冴碕昨宙甑

特削祭昨世界埼朔耨績歳良い碕他昨旨治実肢削比べ崎高額昨賞金

晒しい埼際甑彼雑何百万～何千万昨採金燦得崎い傘碕昨宙埼際歳

耨人碕朔いえ生活態度朔ま坂ま坂未熟作昨坂作あ碕思いまし冴甑

親御細珊雑注意細参冴そう埼際歳腰聞済入参剤祭昨皿う作宙態削

祀榊崎しま榊冴昨埼際甑 今昨自便歳あ傘昨朔決し崎自身坂砕昨努

力埼耨榊冴雑昨埼朔作い昨埼際甑まわ三昨多采昨人署削細細え晒

参崎昨結果作昨埼際栽晒祭昨世界削誘榊冴菱輩朔雑阪山珊悪い昨

埼際歳まわ三昨人署燦裏勉榊崎朔い砕ま在珊甑人間朔誰し雑人生

うま采行榊崎い傘時柵栽三埼朔あ三ま在珊甑苦しい時祭そそ昨身

昨処し方歳そ昨人昨値打阪燦琢砦傘昨埼朔作い埼し鮫う栽甑鐚名

削作参柵作傘程腰謙虚埼い作砕参柵作晒作い碕思いま際甑菱日昨

テニ旨昨爾イ仔璽士実プン昨決勝埼錦織圭選手歳世界鹿ン姿ン市

１位昨施ョ思似紫糸選手削負砕冴昨雑児仕ン昨一人碕し崎碕崎雑

残念削思いまし冴歳大勢昨人々朔彼昨不屈闘志研災澄ま細参冴4/11

経碕魂燦栽砕冴健闘燦心栽晒冴冴え冴い昨埼際歳腰残念坂榊冴昨

朔彼歳思い通三削プ鴫イ出来作栽榊冴気持阪栽晒鹿師紫詞燦地面

削投砦冴祭碕坂榊冴昨埼際甑鷺昨旨治実肢削雑何晒栽昨暑具歳必

要埼あ三一流選手程一流昨職人歳精魂込薩崎作榊冴雑昨埼際甑気

持阪燦他人や暑具削ぶ肴砕崎朔作三ま在珊甑旨治実肢界削限晒剤

自便昨立場燦雑う少し謙虚削考え崎行動し崎ほしい碕思いま際甑

ｗ驕参傘雑昨策細し栽晒剤ｘ碕言いま際甑い山い山作試淋昨後負

砕冴選手歳勝利し冴選手燦冴冴え作歳晒握手燦交わ際姿削朔頭歳

託三ま際甑45朔そ珊作斯実ン歳大好済埼際甑 

ニニニニ思ニ思ボッ屍ス思ニ思ボッ屍ス思ニ思ボッ屍ス思ニ思ボッ屍ス                                                                 

林 菖蒲,長井 源基,井口 篤,川口 好宏,小濱 彰男,坂本 昇, 

田中 和弘,西 大輔,隴東 正,濯野 營治郎,宮園 丸忠,山託 茂紀,

脇 文彦,          以琢以琢以琢以琢1」1」1」1」名様質淋計金額：名様質淋計金額：名様質淋計金額：名様質淋計金額：18181818,000,000,000,000 円円円円埼し冴甑 

新新新新会員・入会式会員・入会式会員・入会式会員・入会式                                                                    

★珎道珎道珎道珎道    直紀直紀直紀直紀    氏氏氏氏 

婚職業便類恨 

水暑設備工宙 

 

 

 

 

婚推薦者恨 

田中 和弘 会員 

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

◆◆◆◆    会報・広報委員会担当例会会報・広報委員会担当例会会報・広報委員会担当例会会報・広報委員会担当例会            懇西 委員長昏卓話    

            

日時 コケゲシ 年 サ 月 ジ 日膅木䐢 

会場 フ箵ックスホテ䈎 ゴF 

行事 諸事お祝い膅創立記念例会䐢 

出席 ゴジ 名 コシ 名 本日の出席率  ジケ.コジ% 

 

月報月報月報月報    第第第第10101010号号号号    5555月月月月12121212日発行日発行日発行日発行    

ゲケケザゲケケザゲケケザゲケケザ    
ゲケケシゲケケシゲケケシゲケケシ    

日時 コケゲシ 年 サ 月 ゲサ 日膅木䐢 

会場 フ箵ックスホテ䈎 ゴＦ 

行事 会報・広報委員会担当例会 

出席 ゴジ 名 コシ 名 本日の出席率  ジケ.コジ% 



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

 皆様腰御承知昨通三熊本大分埼 

今擦埼削経験裁冴祭碕昨無い 

強い地震歳発生裁大変多く昨 

方々歳被災さ参擦裁冴甑 

採見舞い申裁琢砦冴い碕思い擦際甑 

避難菱等埼昨御不自ょ作生活朔 

本当削大変作祭碕坂碕思い擦際甑 

一日雑早く落阪着栽参傘祭碕を 

採祈三申裁琢砦擦際甑 

菱日私朔所属際傘 

あ傘会埼昨懇親会埼滋賀県匙 

行っ崎参三擦裁冴甑 

qr湖飼鴫実竺実プ司史イ腰日燐大社昨採参三イン市式ッシュ姉

実視ンそ裁崎ミシ姉ン屍識実枝昨行程埼裁冴甑 

竺実プ司史イ朔360ま姉鹿旨張三昨姿ャビン栽晒qr湖朔載薩京

都市不大阪昨ビ識群擦埼雄大作眺望歳楽裁薩擦裁冴甑 

日燐大社埼朔国宝昨東本宮西本宮昨本殿を朔載薩21社歳祀晒参

崎採三日本最虜昨石橋碕いわ参傘日燐濯橋作鷺昨重要文尤財雑多

くあ三腰神職削皿傘案不や説明雑裁崎い冴坂済擦裁冴甑 

イン市式ッシュ姉実視ン埼朔春昨花々歳咲済競っ崎い傘中をさわ

や栽作風碕共削散策裁擦裁冴甑ミシ姉ン屍識実枝朔qr湖を取三

囲殺比叡山や比良山qr湖大橋作鷺昨風景を船琢栽晒眺薩傘祭碕

歳出来擦裁冴甑竺実プ司史イ山頂栽晒朔祭昨時期削裁崎朔珍裁く

あ冊昨雌識始旨栽埼雑歳栽際札作歳晒雑見え冴昨朔驚済埼裁冴甑

今日朔祭昨後地区協議会昨報告歳あ三擦際昨埼少裁早薩削終わ三

擦際甑 

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,井旅 篤,戻出 誠,小濱 彰男,坂本 昇,  

佐藤 肘宏,清水 濯昭,辻 真理子,西谷 満,橋本 悟,鴻原 肘, 

前川 佳久, 宮園 丸忠,山託 茂紀 

以琢以琢以琢以琢11115555名様質淋計金額：名様質淋計金額：名様質淋計金額：名様質淋計金額：19191919,000,000,000,000 付付付付埼裁冴甑 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告  長井 源基              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

◆◆◆◆    地地地地    区区区区    協協協協    議議議議    会会会会    報報報報    告告告告    ◆◆◆◆    

日時 コケゲシ 年 サ 月 コゲ 日膅木䐢 

会場 フ箵ックスホテ䈎 ゴF 

行事 地区協議会報告 

出席 ゴジ 名 ゴゲ 名 本日の出席率  ジ9.サ9% 

 

月報月報月報月報    第第第第10101010号号号号    5555月月月月12121212日発行日発行日発行日発行    

ゲケケゲケケゲケケゲケケジジジジ    9999    

清水嗣鴫屍詞清水嗣鴫屍詞清水嗣鴫屍詞清水嗣鴫屍詞    

会長嗣鴫屍詞質清水会長嗣鴫屍詞質清水会長嗣鴫屍詞質清水会長嗣鴫屍詞質清水    濯昭濯昭濯昭濯昭    会員会員会員会員    次期幹宙次期幹宙次期幹宙次期幹宙質質質質鴻原鴻原鴻原鴻原    肘肘肘肘    会員会員会員会員    

辻辻辻辻    真理子真理子真理子真理子    会員会員会員会員    板東板東板東板東    正正正正    会員会員会員会員    

次期拡大増強委員長次期拡大増強委員長次期拡大増強委員長次期拡大増強委員長    

奥村奥村奥村奥村    清隆清隆清隆清隆    会員会員会員会員    

次期社会奉仕委員長次期社会奉仕委員長次期社会奉仕委員長次期社会奉仕委員長    

太ゅ太ゅ太ゅ太ゅ    正隆正隆正隆正隆    会員会員会員会員    

次期広報委員長次期広報委員長次期広報委員長次期広報委員長    

川旅川旅川旅川旅    好宏好宏好宏好宏    会員会員会員会員    

次期情報委員長次期情報委員長次期情報委員長次期情報委員長    

ゅ中ゅ中ゅ中ゅ中    和弘和弘和弘和弘    会員会員会員会員    

次期会計質鈴木次期会計質鈴木次期会計質鈴木次期会計質鈴木    康康康康    会員会員会員会員    


