
清水会長エ鴫屍ト方針発表清水会長エ鴫屍ト方針発表清水会長エ鴫屍ト方針発表清水会長エ鴫屍ト方針発表    

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

 菱溫例会朔腰採休札埼裁冴歳腰台▉隴橋西區扶ð社歳今年朔創

立23年目碕いう祭碕埼毎年昨祭碕埼際歳腰そ昨記念例会削招待細

参当ク鹿ブ会員1『隣御家族2隣士ブ孜実バ実2隣昨総勢18隣埼

行榊崎参三擦裁冴甑そ昨期間台▉昨採天気朔良く作い予報埼裁冴

歳概搾雨削降晒参剤過斎在擦裁冴甑皆様昨採心歳砕昨良細栽碕感

謝致裁擦裁冴甑台▉隴橋西區昨記念例会朔腰活気削あふ参崎採三

擦裁冴甑宴席埼朔私歳採酒燦飲薩作い宙燦承知昨琢埼Tじm会長歳

本気埼始ンペイ燦強制裁崎済冴昨埼際歳腰ブ鴫実ン昨方々歳無

理！無理！飲擦作く崎OK坂栽晒碕肩燦持榊崎妹砕崎頂済擦裁冴甑

次昨日削朔宜蘭匙バス旅行燦裁擦裁冴甑雨昨多い地方碕あ榊崎曇

三空作昨埼際歳腰私昨あ擦三得意埼作い▔度歳高い採天気埼バス

昨外埼朔高温碕朔いえ作く崎雑多▔碕昨戦い埼裁冴甑山深い碕祭

山埼碕崎雑長いトンネ識燦いく肴雑通三抜砕擦裁冴甑バス昨窓栽

晒行済交う車燦眺薩崎い傘碕何碕ト汐タ昨車歳直昨日本メ実始実

皿三断ト肢削多栽榊冴埼際甑最終日朔会員様昨採店埼日式際済焼

済昨昼食燦食裁腰そ昨後空港擦埼送榊崎頂擦裁冴甑会員昨皆様昨

御誘力昨採栽砦埼３日間昨姉妹ク鹿ブ訪問昨行宙燦終え傘祭碕歳

出来冴祭碕感謝致裁崎採三擦際甑 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告  長井 源基              

欣例会後腰理宙会埼際甑 

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,奥村 清隆,小濱 彰男,越山 明,坂本 昇 

清水 濯昭,鈴木 正之,隴東 正,鴻原 肘,宮園 炭忠,山託 茂紀, 

脇 文彦      以琢以琢以琢以琢13131313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  

プ竺市ラムプ竺市ラムプ竺市ラムプ竺市ラム                                                                                                

斤斤斤斤    』』』』鏤鏤鏤鏤諸宙採祝い諸宙採祝い諸宙採祝い諸宙採祝い        

懇会員誕生日昏 

02日村田 耕一 会員 

13日西谷 ▕  会員 

1】日短羽 崇  会員 

18日鈴木 正之 会員 

2『日林 擦細子 会員 

28日前川 佳久 会員 

懇配偶者採誕生日昏 

02日短羽 亜希 様腰1『日辻 博文 様 

懇結婚記念日昏 

09日鈴木 康 会員腰1』日隴東 正 会員腰20日村田 耕一 会員 

斤斤斤斤    清水エ鴫クト方針発表清水エ鴫クト方針発表清水エ鴫クト方針発表清水エ鴫クト方針発表    

    

斤斤斤斤    地区誘議会報告地区誘議会報告地区誘議会報告地区誘議会報告    

    

小濱 会員,脇 会員,橋本 会員 

 

 

 

 

昨年腰立岡会長昨雑碕腰素晴晒裁い20周年記念式斌歳開催細参擦

裁冴甑諸菱ï昨祭昨功績燦山桜竺実タ式実会員全員埼喜び腰祭参

燦祝い腰我々昨誇三碕裁腰我々雑擦冴腰祭参栽晒昨山桜竺実タ式

実ク鹿ブ燦裁榊栽三碕支え腰育崎崎腰見守晒搾柵作三擦在珊甑 

節目昨21年目燦任細参冴林会長雑残三後わ剤栽碕作三腰緊張昨

日々歳私削腰昨裁栽栽榊崎擦い三擦裁冴甑諸菱ï方歳支え腰育崎

崎く参冴腰隰阪山桜竺実タ式実ク鹿ブ昨腰21年間昨歴史朔腰我歳

ク鹿ブ昨財産埼雑あ三擦際甑そ昨財産燦次昨年度削バトンタ紫チ

際傘冊く大役燦採う在肴栽榊冴祭碕朔腰私削碕榊崎身削余傘隣誉

埼あ三腰幸在埼際甑裁栽裁腰会員昨皆様削腰祭昨場燦採借三裁崎

採願い埼際甑歴代会長碕朔腰梱阪鮫榊碕違い擦際混錆う擦埼雑作

く腰斎存知昨皿う削微力埼あ傘祭碕削間違い斎菜い擦在珊甑役員腰

理宙昨方腰会員昨皆様方腰気燦抜く祭碕作く次年度1年間昨斎支

援腰斎誘力燦採願い申裁琢砦擦際甑 

スポン支実ク鹿ブ昨隰阪竺実タ式実ク鹿ブ朔次年度【』周年燦迎

え擦際甑又腰コ質スポン支実ク鹿ブ昨隰阪東竺実タ式実ク鹿ブ朔

次年度『】年目燦迎え腰地域昨不外削立派作歴史碕実績燦残細参擦

裁冴甑我々山桜竺実タ式実ク鹿ブ雑初心削戻榊崎腰飛躍裁作砕参

柵作三擦在珊甑支え腰育崎崎く参冴各方面削感謝裁作歳晒腰職業

奉捗昨理念燦持62際参柵必剤花開く碕確信裁崎採三擦際甑隰阪山

桜竺実タ式実ク鹿ブ削在籍裁崎い傘祭碕歳楽裁く腰鐚意義削作傘

皿う目指裁冴い碕考え崎採三擦際甑彬体的削朔腰ク鹿ブ運営昨最

優菱碕際傘昨朔腰ク鹿ブ昨原点埼あ傘竺実タ式実昨綱領腰婚四肴

昨テスト恨又腰歴代昨会長朔婚竺実タ式実昨原点朔例会削あ三恨

碕腰積極的削取三組珊埼い冴坂い崎採三擦裁冴甑又腰201【～201】

昨次期姉バナ実望田廣喜細珊雑婚最雑出席際傘雑昨 最雑報い晒

参傘恨埼あ三擦際甑林会長昨基本方針埼雑あ三擦際腰明傘い透明

性昨あ傘ク鹿ブ作三燦61承裁腰禍薩擦際甑又腰次期姉バナ実望田

廣喜細珊昨出席際傘例会碕採榊裁皐榊崎採三擦際甑私歳一言埼思

う削腰次年度腰例会雑含薩ク鹿ブ歳腰今擦埼以琢削竺実タ式実ア

ン碕裁崎昨自覚碕仲間意識燦雑榊崎腰将来昨輝栽裁い山桜竺実タ

式実ク鹿ブ昨構想燦語三冴い碕思い擦際甑又腰2』周年腰30周年削

向砕崎ク鹿ブ燦思い描く腰長期ク鹿ブ戦略計画梱祭参朔栽榊崎削

隣咲砕冴雑昨混腰2』周年擦埼2年間甑予算雑含薩次年度皿三2』

周年燦視野削於く年度碕作三擦際甑計画昨一端燦次年度私共雑腰

荷作採い冴い碕思い擦際甑最後削腰あ傘資料栽晒い冴坂い冴雑昨

埼際歳腰祭参栽晒原稿昨中埼婚和恨燦連発裁擦際甑 

竺実タ式実埼言う婚和恨碕朔腰大済く言え柵愛際傘竺実タ式実質

愛細参傘竺実タ式実質質作珊坂そう埼際甑そ祭埼腰理想栽希望栽

夢栽定栽埼朔あ三擦在珊歳腰次年度削於い崎腰会員裕話腰私昨一

番苦手作部便埼際歳腰情報交換昨場燦増鯖裁腰婚和恨燦大勉削裁腰

会員歳出席裁冴い気持阪削作傘例会削作傘祭碕歳腰結果削採い崎腰

ク鹿ブ昨基礎燦皿三強固削際傘雑昨碕考え擦際甑擦剤朔委員長歳

主削作榊崎雑晒榊崎委員会メンバ実埼婚和恨燦育崎腰各委員会輪

士埼婚和恨広砦腰ク鹿ブ会員全体埼情報交換昨婚和恨燦咲栽際甑

委員会碕委員会昨誘力燦推奨裁擦際甑最終的削朔次年度昨委員長

昨采配削採任在裁崎腰皿三良い腰新裁いク鹿ブ運営歳出来参柵碕

考え崎採三擦際甑今腰エ鴫クト碕裁崎次年度会長昨婚昧力際傘責

務恨燦感載崎採三擦際甑折々削皿い知恵燦採借三裁作歳晒腰又腰

竺実タ式実昨友情昨中埼腰楽裁く役某燦果冴裁腰竺実タ式実ク鹿

ブ削恩返裁歳出来参柵碕考え崎採三擦際甑 

日時 コケゲシ 年 ザ 月 ゲコ 日膅木䐢 

会場 フ箵ックスホテ䈎 ３F 

行事 諸事お祝い・エ箵クト方針発表 

出席 ゴ8 名 コシ 名 本日の出席率  シ8.サコ% 

 

月報月報月報月報    第第第第11111111号号号号    6666月月月月2222日発行日発行日発行日発行    

ゲケケ8ゲケケ8ゲケケ8ゲケケ8    



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

 菱週1」日削鈴木塡之会員昨採母様歳94才昨徃寿燦全うさ参擦

裁冴甑御冥福燦採祈三致裁擦際甑 

 諏訪哲史さ珊昨エッセ実燦読札擦裁冴甑自身歳生擦参冴烝昨歌

削肴い崎書栽参崎い擦裁冴甑こ昨夤朔丁度私削碕榊崎いわ錆傘青

春時代削当冴三際冊崎身削覚え昨再傘場面埼際昨埼思わ剤急災読

珊埼裁擦い擦裁冴甑東大安ゅ講堂歳陥落裁腰仔治竺11号朔月匙行

済虫輪碕万博削朔さ擦参冴華鯖栽作高度成長期腰個人朔権力削反

抗裁懇山削圧殺さ参冴そ珊作暗采激裁い擾乱碕実斂昨時代埼裁冴甑 

歌謡界埼朔厭世的埼気怠い痔実詩音楽歳流行三擦裁冴甑佐良直美

坤いい載皐作い昨幸在作晒柵墾弘ゅ美枝子坤人形昨家墾カ識磁ン質

爾キ坤時削朔母昨作い子昨皿う削墾ピ実祉実坤夜碕朝昨再い坂削墾

等々甑40い碕いう數朔41裁い數削似崎い傘甑作鷺昨歌鯖絶望昨鷺

珊底埼明日碕いう數朔明傘い日碕書采昨搾碕いう衒い雑作采う冴

い坂在傘者歳今昨時代何人い傘埼裁鮫う栽甑歌詞坂け埼作采旋癈

昨美裁さ雑格別埼私昨好済作ｗ街昨灯三歳碕崎雑済参い搾汐コハ

爾質質ｘ再昨隣曲坤ブ識実鹿使詞汐コハ爾墾雑阪鮫う鷺こ昨烝削

流行三擦裁冴甑ょ紀さ採三昨夜明け昨スキ而ッ詞甑こ参朔愛裁合

うそ昨時削こ昨世朔溺擦傘昨質質甑こ珊作美裁い歌雑再三擦裁冴甑

そ昨夤昨日本朔40栽榊冴甑埼雑烋成朔何雑栽雑歳想定さ参管理さ

参安全作裁栽裁過保護作社会碕作三擦裁冴甑再昨夤朔博打昨皿う

作時代そ珊作時代削生済崎札冴栽榊冴甑碕彼朔言い擦際甑擦さ削

そ昨こ山青春燦送榊冴私朔現代削無い良い時代削親歳こ昨世削送

榊崎采参冴昨坂作催碕感謝昨念埼い榊窄い埼際甑埼雑癆削作榊崎

裁再わ在坂榊冴昨作坂催碕追憶埼済傘昨朔雑榊碕際柵晒裁いこ碕

作昨栽作催碕思い擦際甑40い方々雑時代燦こえ崎勘当埼済傘こ碕

歳済榊碕再傘碕思い擦際甑今燦確栽薩作歳晒日々燦送榊崎い冴坂

済冴い碕思い擦際甑こ参朔老婆心碕いう雑昨埼裁鮫う栽？ 

ニコニコボッ屍ニコニコボッ屍ニコニコボッ屍ニコニコボッ屍スススス                                                                    

林 菖蒲,長衷 源基,奥村 清隆,小濱 彰男,越山 明,坂本 昇, 

清水 濯昭,鈴木 塡之,隴東 塡,鴻原 肘,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】1】1】1】,000,000,000,000 円円円円埼裁冴甑 

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

清水エ鴫屍詞：使ン祉実仔屍詞教師部会昨報告 

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

◆◆◆◆    職業奉仕委員会担当例会職業奉仕委員会担当例会職業奉仕委員会担当例会職業奉仕委員会担当例会    

懇懇懇懇西村 職業奉仕委員会昏 

 

 

 

 

 

 

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

Ｇ７サ璽ッ詞歳本日皿三伊勢志摩埼２日間削わ冴三開栽参擦際甑

サ璽ッ詞碕朔御承知昨通三夌琢腰い冴坂済昨こ碕甑山夌昨意味雑

再三擦際歳腰サ璽ッ詞璽実テ伺ン市肴擦三首脳会議埼際甑日本昨

美裁い自然腰豊栽作文化腰伝統燦世界昨式実私実削肌埼感載崎味

わ榊崎雑晒う目的埼選柵参冴開催地作昨埼際甑以前削雑阪鮫榊碕

採話裁冴栽雑知参擦在珊歳腰今回昨舞台碕作傘志摩観肘ホテ識朔

輪級生歳長采総支配人燦鯖榊崎い擦裁冴昨埼時々私雑家族等埼遊

び削行済腰恐参多采雑徃皇家歳採泊三削作傘竺使耳識識実痔削雑

複数回泊擦晒在崎い冴坂い冴想い出歳再三擦際甑今回昨宙埼地元

民昨生活削朔何栽碕不便作こ碕雑多い碕朔思い擦際歳腰何朔碕雑

再参腰何昨不都合雑無采無宙削こ昨伊勢志摩サ璽ッ詞歳成功裏削

終了埼済擦際様腰採祈三際傘柵栽三埼際甑 

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,長衷 源基,衷口 篤,植隰 悦子,徂ゅ 塡隆,岡衷 功, 

小濱 彰男,越山 明,佐藤 肘宏,清水 濯昭,鈴木 康,辻 真理子, 

西 大輔,西谷 満,西村 伸久,橋本 悟,隴東 塡,宮園 丸忠, 

山託 茂紀,脇 文彦,以琢以琢以琢以琢「0「0「0「0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：「4,000「4,000「4,000「4,000 円円円円埼裁冴甑 

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

清水エ鴫屍詞：使ン祉実仔屍詞教師部会昨報告 

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

◆◆◆◆    使ン祉実仔屍詞委員会担当例会使ン祉実仔屍詞委員会担当例会使ン祉実仔屍詞委員会担当例会使ン祉実仔屍詞委員会担当例会    

懇懇懇懇植隰 職業奉仕委員会昏 

 

日時 コケゲシ 年 ザ 月 ゲズ 日膅木䐢 

会場 フ箵ックスホテ䈎 ３F 

行事 職業奉仕担当例会 

出席 ゴス 名 コシ 名 本日の出席率  シス.サコ% 

 

月報月報月報月報    第第第第11111111号号号号    6666月月月月2222日発行日発行日発行日発行    

ゲケケズゲケケズゲケケズゲケケズ    ゲケゲケゲケゲケゲケゲケゲケゲケ    

日時 コケゲシ 年 ザ 月 コシ 日膅木䐢 

会場 フ箵ックスホテ䈎 ３F 

行事 インターアクト委員会担当例会 

出席 ゴス 名 コシ 名 本日の出席率  シス.サコ% 

 


