
会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶 懇清水懇清水懇清水懇清水    三昭昏三昭昏三昭昏三昭昏                       

今日栽晒師走甑1「月早々昨例会埼際甑今月誕生月燦迎え冴脇会

員腰坂鑚エ鴫ク詞採薩埼碕う斎菜い擦際甑次溫朔烝次総会埼際甑

斎協力頂済無事削終え傘事燦願榊崎採三擦際甑少裁日時歳冴榊崎

採三擦際歳腰式士視施ャ資イ竺歯鹿式ン侍ック埼世界新記録「0重

個腰旨ゴイ数字埼際甑始実ボン製昨至誌旨用 車椅子や跳躍用 義

足碕い榊冴暑具昨禍化雑競技性燦向琢細在冴そう埼際甑冴坂歯鹿

式ン侍ック昨意義朔腰そ参坂け埼朔あ三擦在珊甑病気腰事故腰紛

争作鷺埼細擦菜擦作障害燦抱え腰そ参燦受け入参腰競技意欲へ碕

昇華細在傘事埼際甑至鴫似埼観戦裁崎い冴私署雑腰世界昨舞台削

堂々碕渡三合榊冴選手昨顔朔腰自身昨誇三碕腰家族腰離人作鷺腰

周三埼支え晒参冴人署へ昨感謝埼い榊ぱい昨言葉燦耳削裁冴祭碕

埼際甑又腰家族腰離人作鷺腰周三埼支え冴人冴阪昨喜び歳伝わ榊

崎腰目歳潤珊坂祭碕燦思い坂裁擦裁冴甑祭参栽晒雑腰士式ン侍ッ

ク碕歯鹿式ン侍ック朔腰等裁く賛美細参続け傘事埼裁ょう甑 

阪ょ榊碕照参く細い昨埼際歳腰実朔祭参燦言い冴栽榊冴昨埼際甑

そ参朔腰祭昨記事燦札崎腰竺実タ式実アン埼あ傘祭碕削嬉裁く思

い擦裁冴甑 

輪載地球削撤殺腰困榊崎い傘世界昨仲間削腰私冴阪竺実タ式実ク

鹿ブ雑少作栽晒剤貢献裁崎い傘碕言う祭碕埼際甑 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    懇鴻原懇鴻原懇鴻原懇鴻原    光昏光昏光昏光昏                        

●1「月昨竺実タ式実鴫実詞朔腰＄1＝10【円 

●例会後腰理事会開催致裁擦際甑 

●姉飼試実事務所質姉飼試実エ鴫ク詞事務所質 

地区事務所質松阪山桜ＲＣ事務所 

婚烝鑽烝始休暇恨1「月「8日θ水χ～ 1月』日。木週埼際甑 

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                                                                    

清水 濯昭,鴻原 光,井口 篤,川口  好宏,小濱 彰男,坂鑚 昇, 

西 大輔,橋鑚 悟,林 菖蒲,山託 茂紀 

以琢以琢以琢以琢    10101010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：    「「「「「「「「,000,000,000,000円円円円埼

裁冴甑 

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

■今月昨■今月昨■今月昨■今月昨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「0日 脇 文彦 会員, 「】日 坂鑚 昇 会員 

 

 

 

 

 

 

 

懇配偶者誕生日昏1「日 林 哲郎 様,1「日 鴻原 敬子 様 

懇結婚記念日昏1日 田中 和弘 会員,18日 橋鑚 悟 会員 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶 懇清水懇清水懇清水懇清水    三昭昏三昭昏三昭昏三昭昏                                      

今日朔烝次総会埼際甑い肴雑碕涉う立場削い傘祭碕削腰会長碕裁

崎昨裴札燦感載崎採三擦際甑又腰今日朔1「月8日埼際甑】』烝前

昨昭和1【烝昨今日腰日鑚歳雌ワイ昨真珠湾燦攻撃裁太烋洋戦争削

突入裁冴日埼雑あ三擦際甑そ参栽晒昭和「0烝昨8月1』日迄腰」

烝8ヶ月削里ぶ永い41難昨時代歳続済擦裁冴甑又腰私朔高倉健腰

40山富濯郎削辮参冴時期腰」【烝前昨昭和』』烝昨今日腰愛碕烋和

燦願い唄い続け冴似実詞識枝昨施辞ン質鴫賜ン歳誌ュ実汐実ク埼

亡く作榊冴日埼雑あ三擦際甑坤烋和燦我等削墾碕いう隣曲歳斎菜い

擦際甑鑚日昨烝次総会腰鴻原幹事碕共削腰碕鷺祭う三作く無事終

わ参傘様腰努薩細在崎い冴坂済擦際甑宜裁く採願い致裁擦際甑 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告 懇鴻原懇鴻原懇鴻原懇鴻原    光昏光昏光昏光昏               

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,奥村 清隆,小濱 彰男,轍藤 光宏,橋鑚 悟 

林 菖蒲,林 擦細子,坂東 正,濯褫 營治郎,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重,重「01重,重「01重,重「01重,重「0円円円円埼裁冴甑 

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

■烝次総会■烝次総会■烝次総会■烝次総会    

日時 コケゲシ 烝 ゲコ 月 ゲ 日膅木䐢 

会場 フ箵ックスホテ䈎 ゴF 瓫桐の間𤭖 

行事 諸事お祝い 

出席 会員数 ゴジ 名 コシ 名出席 本日の出席率 ジコ.ズジ% 

月報月報月報月報    第第第第【【【【 号号号号    1111月月月月19191919日発行日発行日発行日発行    

ゲケゴザゲケゴザゲケゴザゲケゴザ    
ゲケゴシゲケゴシゲケゴシゲケゴシ    

日時 コケゲシ 烝 ゲコ 月 ス 日膅木䐢 

会場 フ箵ックスホテ䈎 ゴF 瓫烋安の間𤭖 

行事 烝次総会 

出席 会員数 ゴジ 名 コス 名出席 本日の出席率 ジザ.シス% 



会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶 懇清水懇清水懇清水懇清水    三昭昏三昭昏三昭昏三昭昏                                        

採正鏤擦埼残際碕祭山「溫間碕作三擦裁冴甑そ裁崎今年1年燦振

三返傘時期埼際甑】鏤朔腰早々削新年度昨理宙役員腰委員長挨拶甑 

橋本委員長昨例会運営委員会担当例会甑そ昨中埼屍鹿字児四実鹿

痔燦や三腰例会昨禍行作鷺腰屍鹿字昨例会碕裁崎昨旨祉イ識昨反

省雑含薩腰話裁合い擦裁冴甑8鏤朔奥村委員長昨会員増強委員会

担当例会埼裕話燦戴済擦裁冴甑「』日削朔腰職場例会埼山託委員長

削採世話削作三腰坤始誌墾作鷺昨海昨焜燦戴済擦裁冴甑9鏤朔腰出

席委員会担当例会質鈴木康副委員長昨裕話燦戴済擦裁冴甑11日削

隰阪ＲＣ昨次旨詞埼腰隰阪質隰阪東紀渝市識実寺昨姉バ試実公式

訪問質姉バ試実補佐訪問質ĎＭ歳児鴫ッ屍旨次テ識埼輪時削開催

細参擦裁冴甑又腰9鏤最後昨例会朔ĎＭ昨報告埼裁冴甑10鏤朔腰

岐阜薄墨ＲＣ碕合輪例会埼腰薄墨ＲＣ削採世話削作三擦裁冴甑そ

裁崎1」日米山委員会担当例会質大滿委員長昨裕話燦戴済擦裁冴甑

「「･「」日朔腰地区大会昨開催甑遠方削雑関わ晒剤斎参盆鐚難う斎

菜い擦裁冴甑11鏤朔腰徂田委員長昨社会奉仕委員会担当埼氏郷祭

削参盆裁盲棡犬育成昨斎誘力燦採願い裁擦裁冴甑台湾隴橋西區扶

輪社訪問合輪例会燦児鴫ッ屍旨次テ識埼行い腰盛三琢歳榊冴懇親

会碕作三擦裁冴甑又腰11鏤朔Rテ団鏤間埼雑あ三腰Rテ団委員

会担当例会埼地区委員長昨辻様栽晒腰そ昨あ冴三燦詳裁く裕話燦

い冴坂済坤そ昨意図腰不容墾朔理解細参冴栽碕思い擦際甑そうい

う意味埼朔腰良い祉イ璽ン市埼あ榊冴碕思榊崎採三擦際甑12鏤朔 

屍鹿字削碕榊崎一大行宙埼あ傘年次総会歳皆細珊昨賛輪燦得崎腰

無宙削閉会削至三擦裁冴甑鐚難う斎菜い擦裁冴甑最後削今年 7鏤

7日昨七夕昨日削今期腰1回目碕作傘第1017回例会燦旨祉実詞裁腰

今日 1037回例会埼21回目碕作三擦裁冴甑私歳会長燦務薩細在崎

頂済腰大変勉強細在崎雑晒い擦裁冴歳腰〝屍鹿字削碕榊崎〟碕作

傘碕何雑札え崎済擦在珊甑埼際歳腰私碕焙宙昨忠人合わ在崎雑微

力埼あ三擦際歳腰力燦振三絞榊崎努薩細在崎い冴坂済擦際甑 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告 懇懇懇懇鴻原鴻原鴻原鴻原    光光光光////代理：副幹事代理：副幹事代理：副幹事代理：副幹事    橋本橋本橋本橋本    悟悟悟悟昏昏昏昏               

●「01【-「01】年度地区大会墾映像私イ施史旨詞版歳地区昨ĘＰ削

掲載中甑●IM昨記録DVD歳宙務局削あ三擦際甑●ア詞鹿ン祉国

際大会昨登録締薩切三擦裁冴甑 

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,岡井 凡,滿口 好宏,北出 誠,椌濱 彰男,鈴木 康, 

西 大輔,西村 伸久,林 菖蒲,坂東 正,福本 和也, 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：    1【,001【,001【,001【,000000 付付付付埼裁冴甑 

プロ市鹿ムプロ市鹿ムプロ市鹿ムプロ市鹿ム                                                                                

■■■■社会奉仕委員会担当例会社会奉仕委員会担当例会社会奉仕委員会担当例会社会奉仕委員会担当例会    

裕話：裕話：裕話：裕話：徂田徂田徂田徂田    委員長委員長委員長委員長    

    

婚竺実祉式実屍鹿字碕 

社会奉仕活動削肴い崎恨 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶 懇清水懇清水懇清水懇清水    三昭昏三昭昏三昭昏三昭昏                                               

「9日昨早朝例会燦除い崎腰実質的削朔本年度最後昨例会埼際甑

会長腰焙宙共々腰竺実祉式実アン昨友情削感謝裁擦際甑鐚難う斎

菜い擦裁冴甑来年雑引済続済宜裁く採願い裁擦際甑 

今日朔斎家族昨方雑採見え埼際甑親睦委員会昨禍行削沿榊崎腰今

夜昨屍式旨爾旨例会燦楽裁札擦裁鮫う甑 

山桜竺実祉式実屍鹿字削朔腰斎存知昨皿う削腰「肴昨輪好会歳斎

菜い擦際甑野球輪好会腰指識児輪好会埼際甑 

野球輪好会朔腰来年早々削次旨詞碕決擦榊崎採三擦際甑隰阪埼開

催予定埼際甑会員昨皆細珊昨斎誘力燦採願い裁作く崎朔作三擦在

珊甑そ昨節朔宜裁く採願い裁擦際甑又腰祭昨18日削指識児輪好会

最後昨打阪納薩指識児思ン時歳あ三擦裁冴甑気持阪皿く終わ三冴

栽榊冴昨埼際歳腰若干「隣昨方削腰ヅけ冴く作い方削ヅけ腰後悔

裁崎採三擦際甑鴫持識的削朔腰低鴫持識埼際昨埼祭参以琢朔採話

埼済擦在珊歳腰裁栽裁腰悔裁い埼際甑来年式持ン施裁擦際甑 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告 懇鴻原懇鴻原懇鴻原懇鴻原    光昏光昏光昏光昏                 

●新年例会 1鏤1「日θ木χ点鐘19：00 場所：実百樹埼際甑 

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                                                                    

長井 源基 様,清水 濯昭,鴻原 光,植隰 悦子,奥村 清隆,越山 明

佐藤 光宏,田中 和弘,西 大輔,西谷 満, 橋本 悟,林 菖蒲, 

坂東 正,水井 澄彿,村田 耕一,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：    18』,00018』,00018』,00018』,000 付付付付埼裁冴甑 

プロ市鹿ムプロ市鹿ムプロ市鹿ムプロ市鹿ム    屍式スマス例会屍式スマス例会屍式スマス例会屍式スマス例会                                                                    

    

日時 コケゲシ 烝 ゲコ 月 ゲザ 日膅木䐢 

会場 フ箵ックスホテ䈎 ゴF 瓫烋安の間𤭖 

行事 社会奉仕委員会担当例会 

出席 会員数 ゴジ 名 コザ 名出席 本日の出席率 シジ.ザジ% 

 

月報月報月報月報    第第第第【【【【 号号号号    1111月月月月19191919日発行日発行日発行日発行    

ゲケゴジゲケゴジゲケゴジゲケゴジ    

日時 コケゲシ 烝 ゲコ 月 コゴ 日膅金䐢 

会場 フ箵ックスホテ䈎 ゴＦ 瓫鳳凰の間𤭖 

行事 ク箛スマス例会 

出席 会員数 ゴス 名 本日の出席率 ゲケケ% 

ゲケゴスゲケゴスゲケゴスゲケゴス    

18：30 点鐘 隰阪山桜RC会長 清水 濯昭 

 竺実祉式実ソン市懇奉仕昨理想昏 

 会長挨拶 隰阪山桜RC会長 清水 濯昭 

 焙宙報告 隰阪山桜RC焙宙 鴻原 光 

 出席報告  隴東 正 

 誌思誌思BOX報告 西 大輔 

 点鐘 隰阪山桜RC会長 清水 濯昭 

18：50 総合司会 親睦委員 越山 明 

ア斯旨祉ン詞 親睦委員 橋本 悟 

開会宣言 親睦委員長 西 大輔 

 乾杯 直前会長 林 菖蒲 

  ~ ~ ~ ~ 採食宙採食宙採食宙採食宙    ~~~~        

19：00 持識演奏 植隰会員碕採孫細珊 

司会  田中 和弘 

 バン詩演奏＆始鹿士師斯ョ実  

バン詩隣婚鹿ッ姿実セ字ン恨 

20：00 ビン指志実痔 禍行係 越山 明 

20：30 閉会昨挨拶 会長嗣鴫屍詞 坂本 昇 

 閉会ソン市 ｗ手削手肴作い埼ｘ 全員 


