
会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶 清水 三昭                        

「「代目会長燦務薩細せ崎頂済擦際婚清水 濯昭恨埼際甑関係者

削朔斎尽力燦頂い崎採三擦際甑今腰祭祭削腰「01【-1】年度1回目腰

例会燦迎え傘事歳出来擦裁冴甑鐚難う斎菜い擦際甑 

今年度昨方向性碕裁崎腰ĺĎ「【」0地区質剱田廣喜ガバ試実テ実

爾婚最雑出席際傘雑昨最雑報い晒参傘恨燦柱削腰我歳ク鹿字雑腰

例会昨本質燦考え冴い碕思い擦際甑歴代昨会長達雑婚竺実タ式実

昨原点朔例会削あ三恨碕腰積極的削流三組擦参崎採三擦裁冴甑 

例会削自分自身歳参画裁崎腰各委員会削所属裁崎い傘委員歳腰自

覚燦持阪腰ク鹿字運営削深く関わ傘祭碕埼腰意識歳変わ傘碕思い

擦際甑そ裁崎腰皆様歳腰各委員会碕協力燦採願い裁腰楽裁く充実

際傘ク鹿字造三燦目指裁冴い碕思い擦際甑皆様削朔腰良い知恵燦

提供裁崎頂済腰頼三作い会長燦育崎崎頂く皿う採願い裁擦際甑 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告 鴻原 光                

◇例会後理事会◇年会費昨採願い◇竺実タ式実鴫実ト＄1＝10「

付◇地区大会事務所開設昨案不◇昨年度ガバ試実事務所閉鎖昨案

不◇「01【-1】年度ガバ試実事務所腰ガバ試実嗣鴫クト事務所開設

昨案不◇「01【-1】年度昨ĘＰ歳開設細参擦裁冴◇「01】-18年夏期

派遣学生募集案不◇濯裴信用金庫幼児画展･隰阪山桜ĺＣ後援裁

擦際甑◇日本赤十字社点訳奉仕団栽晒点訳資闍協力削対裁崎感謝

状腰R財団学友会栽晒坤学友坂皿三墾歳届済擦裁冴甑 

委嘱状委嘱状委嘱状委嘱状                      

瓺「01【～「01】年度質奉仕寺竺施史クト部門社会奉仕小委員会委員昏 

◎植隰 悦子 会員削腰 

委嘱状燦採渡裁裁擦裁冴甑 

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                                                                    

清水 濯昭,鴻原 光,植隰 悦子,太田 正隆,岡井 功,奥闌 清隆 

川口 好宏,北出 誠,小濱 彰男,坂本 昇,鈴木 康,田中 和弘 

西 大輔,西闌 伸久,橋本 悟,林 菖蒲,林 擦細子,隴東 正, 

山託 茂紀     以琢以琢以琢以琢,,,,1重1重1重1重名様質合計金額：名様質合計金額：名様質合計金額：名様質合計金額：「重,000「重,000「重,000「重,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                                                                                

７７７７鏤鏤鏤鏤度質度質度質度質諸事採祝い諸事採祝い諸事採祝い諸事採祝い    

懇会 員誕生日昏 

11日 西 大輔 会員,1重日 小濱 彰男 会員,「】日 橋本 悟 会員 

懇配偶者誕生日昏 

0重日 田中 美智子 様,1「日 水井 愛 様 

 

理事役員理事役員理事役員理事役員質質質質挨拶挨拶挨拶挨拶    

清水 濯昭 会長,坂本 会長嗣鴫クト,北出 副会長,鴻原 幹事 

鈴木康 会計,林菖 ćＡＡ委員長,奥闌 会員増強委員長, 

橋本 副幹事,山託 職業奉仕委員長,太田 社会奉仕委員長, 

西闌 インタ実アクト委員長,西 親睦委員長 昨就任挨拶甑 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶 清水 三昭                        

今年雑夏腰本番碕作三擦裁冴甑第重8回全国高校褫球選手権濯裴

大会歳1』日削開幕裁擦際甑っ子園朔8鏤】日開幕甑新聞埼朔坤球

児昨熱い夏墾碕皿く見栽砕擦際歳腰私朔腰坤球児昨両親腰家族昨厚

い夏墾碕読札替え擦際甑息子朔隰阪JC昨依頼埼8鏤【日削小学生

燦対象削褫球教室燦行作うそう埼際甑又腰隰阪祇園擦つ三朔】鏤

1【質1】日埼際甑皆様朔腰札祭裁燦担歳参冴祭碕歳あ傘碕思い擦際

歳腰如何埼裁鮫う栽？夏朔腰毎年家庭栽培埼済ゅう三腰ト爾ト燦

栽培裁崎採三擦際甑済ゅう三昨収穫朔】鏤初薩作昨埼腰そ昨収穫

削今年雑夏歳来冴碕毎年感載擦際甑前回昨例会削役員腰幹事昨挨

拶燦い冴坂済擦裁冴甑芯昨あ傘言葉埼感銘裁擦裁冴甑私雑身燦引

済締薩傘採雑い埼拝聴裁崎採三擦裁冴甑本日朔腰今年度燦左右際

傘【名昨裴要治旨ト昨方々埼際甑挨拶朔雑阪山珊昨祭碕腰実践埼

雑宜裁く活躍採願いあ裁琢砦擦際甑 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告 鴻原 光                

◇ガバ試実ノ璽誌実決定◇地区世界社会奉仕補助金あ請溜付昨案

不◇日伊国交樹立1』0周年記念･世界遺産 治ンペイ昨壁画展昨前

売三チケットあ裁込札希望朔質質質事務局擦埼連絡託細い甑 

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                                                                 

清水 濯昭,鴻原 光,井口 篤,川口 好宏,小濱 彰男,越山 明 

佐藤 光宏,鈴木 正之,田中 和弘,西 大輔,橋本 悟,林 菖蒲, 

山託 茂紀    以琢以琢以琢以琢,,,,1」1」1」1」名様質合計金額：名様質合計金額：名様質合計金額：名様質合計金額：「「,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                                                                                

委員長質挨拶委員長質挨拶委員長質挨拶委員長質挨拶    

林擦 委員長,川口 会報質広報委員長, 小濱 環境保全委員長 

闌田耕 国際奉仕委員長,小褫寺 ĺ財団委員長,大川 米山委員長 

 

    

日時 コケゲシ 年 ジ 月 ジ 日膅木䐢 

会場 フ箵ックスホテ䈎 サF瓫桂の間𤭖 

行事 諸事お祝い・理事役員挨拶 

出席 ゴシ 名 コサ 名 本日の出席率 シシ.シジ% 

 

月報月報月報月報    第第第第1111 号号号号    8888月月月月4444日発行日発行日発行日発行    

ゲケゲジゲケゲジゲケゲジゲケゲジ    

日時 コケゲシ 年 ジ 月 ゲサ 日膅木䐢 

会場 フ箵ックスホテ䈎 ゴＦ 

行事 委員長挨拶 

出席 ゴシ 名 コジ 名 本日の出席率 ジザ.ケケ% 

ゲケゲスゲケゲスゲケゲスゲケゲス    



会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶 清水 三昭                           

隰阪ＲＣ削腰 

隰阪東ＲＣ会長･焙事様碕 

訪問裁崎来ま裁冴甑 

鑚年度昨ＩＭ･姉飼試実公式訪問朔腰 

輪時削開催細参腰 

隰阪ＲＣ歳ホス詞燦昧薩ま際甑 

開催日朔9月11日。日)埼際甑 

80⊠以琢昨出席要請埼際甑 

出靭昨確認燦FAX削崎致裁ま際甑 

皆様昨斎出席燦宜裁く採願い裁ま際甑 

月鑽昨28日例会朔腰屍鹿字児ォ実鹿痔埼際甑8月】日削ＩＡ年逗

大会歳あ三腰止ン詞汐死児女子学園歳ホス詞埼津市昨止ンタ実歯

鴫スホ実識』階埼開催い冴裁ま際甑ホス詞屍鹿字朔久居ＲＣ埼際甑 

昴学園栽晒先生2隣腰生徒』隣出席裁ま際甑耿歳屍鹿字栽晒委員

会昨林菖蒲副委員長腰短羽会員歳出席裁ま際甑宜裁く採願い裁ま

際甑2『日削朔腰Ｒテ団止璽試実削会長腰委員長削要請歳あ三出席

裁崎済ま際甑炭一細珊昨件雑あ三ま際昨埼腰勉強裁崎済ま際甑 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告 橋本 悟 (副幹事)               

◇9月11日ＩＭ質姉飼試実公式訪問例会昨詳細連絡甑 

 

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                                                                    

清水 濯昭,椌濱 彰男,西 大輔,橋鑚 悟,隴東 正,山託 茂紀, 

脇 文彦       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：9,0009,0009,0009,000 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                                                                                

例会運営委員会質担当例会例会運営委員会質担当例会例会運営委員会質担当例会例会運営委員会質担当例会   

婚橋鑚 例会運営委員長恨 

區事業計画書燦基削區 

        ◎201【年～201】年度質寺竺市鹿痔 

    各委員会腰担当例会昨日時質委員燦再確認甑 

年間行事昨紹跳碕日時昨確認甑 

  ◎誌コ誌コBOX碕朔？ 

    鑚質腰ょ来腰頓史腰隰阪山桜ＲＣ埼昨扱い作鷺甑 

 

 

                 ljkp-kq プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶 清水 三昭                           

全国的削梅雨雑あ砕ま裁冴甑中高年昨耿々削碕三腰熱中症削友

分削気燦肴砕作砕参柵作三ませ珊甑ｗ熱中ｘ碕言え柵雑うひ碕肴腰

日鑚琢陸昨治師モンGO！埼際甑耿々碕輪載年代層雑含薩腰大人気

坂そう埼際甑一方腰知的障害者施設埼現実碕仮想碕斎阪皐斎阪皐

削作榊冴異常作事件雑採祭榊崎採三ま際甑】月2『日削岐阜都ホ至

識埼開催細参ま裁冴Ｒテ団研修止璽試実削岡井会員碕参盆裁ま裁

冴甑山桜R（朔炭一大輔細珊歳市竺実飼識補妹金申請昨対象者碕作

榊崎採三ま際甑地区昨行事碕裁崎8月】日朔ＩＡ年逗大会埼際甑

耿々昨ＲＣ朔特別作事業雑あ三ませ珊裁腰腰腰腰致裁ませ珊歳焜い削剱

ゅ姉飼試実昨至実爾朔婚最雑出席際傘雑昨最雑報い晒参傘恨埼際甑

例会出席率燦琢砦傘祭碕埼際甑鑚日昨寺竺市鹿痔朔屍鹿字児ォ実

鹿痔埼際甑楽裁い屍鹿字運営質質質質腰毎度腰毎度昨祭碕埼際歳腰

超一度腰雑談昨中栽晒良い雑昨腰面白い雑昨燦棡済出裁崎屍鹿字

運営削寺鹿ス削作参柵碕思いま際甑 

ビ施タ実質ビ施タ実質ビ施タ実質ビ施タ実質志旨ト志旨ト志旨ト志旨ト                                                                 

婚隰阪ＲＣ恨会長:砂子 デ 様腰焙事:安西 秀一 様 

婚隰阪東ＲＣ恨会長:中村 容子 様腰焙事:地主 昌美 様 

 

 

 

 

 

婚入会予定者恨福鑚 和也 様 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告 鴻原 光               

◇竺実タ式実鴫実詞朔, ⊞1＝１02 付◇不破ＲＣ碕不破関ＲＣ歳

合併◇第 1』 回竺実タ式実全国囲碁大会昨案不◇歯ス詞姉飼試実

岩崎逗郎様θ享年99遁1992～1993年度χ歳斎逝去甑◇夏期休暇

昨採知晒せ甑。姉飼試実事務所質地区大会事務所質地区事務所質隰

阪山桜ＲＣ)8月12日。金)～8月1』日。月)ま埼◇台湾隴橋西勇扶

輪社栽晒隣簿作耨昨連絡あ三甑写真入参換え冴い方朔事務所へ甑    

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                                                                

砂子 デ 様,安西 秀一 様,中村 容子 様,地主 昌美 様 

清水 濯昭,川口 好宏,坂鑚 昇,西 大輔,橋鑚 悟,坂東 正, 

山託 茂紀         以琢以琢以琢以琢,,,,11111111 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『,,,,000000000000 付付付付埼裁冴甑 

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

懇第1回質Ｒテ団研修止璽試実昏岡井 凡 会員歳腰報告甑 

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

屍鹿字児ォ実鹿痔屍鹿字児ォ実鹿痔屍鹿字児ォ実鹿痔屍鹿字児ォ実鹿痔                            婚司会質進行恨橋鑚 副焙事 

～ 至実爾至実爾至実爾至実爾 ～ 『至実字識削分栽参至実字識視ィス始ッシ辞ン甑    

ｗ隰阪山桜竺実タ式実屍鹿字昨例会燦意義あ傘雑昨削際傘削朔？ｘ 

日時 コケゲシ 年 ジ 月 コゲ 日膅木䐢 

会場 竴箵ックスホテ䈎 ゴF 

行事 例会運営委員会担当例会 

出席 ゴシ 名 コジ 名 本日の出席率 ジザ.ケケ% 

 

月報月報月報月報    第第第第1111 号号号号    8888月月月月4444日発行日発行日発行日発行    

ゲケゲゲケゲゲケゲゲケゲズズズズ    

日時 コケゲシ 年 ジ 月 コス 日膅木䐢 

会場 竴箵ックスホテ䈎 コＦ瓫ベ䈎ホー䈎𤭖 

行事 クラ𥫤竴ォーラム 

出席 ゴシ 名 コゲ 名 本日の出席率 ザス.ゴゴ% 

ゲケゲケゲケゲケコケコケコケコケ    


