
会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    懇懇懇懇清水清水清水清水    三昭三昭三昭三昭昏昏昏昏                                           

烝歳明砕崎暖栽い日歳あ榊冴三腰寒い日歳あ榊冴三昨祭昨頃埼

際歳烋成 29烝も 1ヶ月歳経過裁擦裁冴甑 

新裁い烝度燦迎え腰山桜会員削朔特削幸多い祭碕燦採祈三裁擦際甑

会長職削あ傘も昨歳祭珊作事埼朔い砕作い昨埼際歳腰ｗ竺実タ式実

昨友ｘ燦腰久々削読珊埼札擦裁冴甑坤見剤知晒剤昨人達燦支援際傘墾

碕巠裁崎掲載さ参崎い擦裁冴甑私達ＲＣ朔腰職業削皿榊崎腰人々

歳皿三良く腰皿三安全埼腰皿三健康作生活燦送傘手助砕燦裁崎い

擦際甑碕言う不容埼際甑私達RC朔手燦差裁伸べ傘人達朔腰竺実

タ式実アン削会榊冴祭碕歳無い栽も裁参擦在珊裁腰竺実タ式実屍

鹿ブ昨存在さえ腰知晒作い栽も裁参擦在珊甑裁栽裁作歳晒世界昨

至傘所埼腰日々竺実タ式実昨活動削肴い崎腰知山う碕知傘擦い碕腰

人々朔少裁埼も腰皿三良く腰皿三安全埼腰皿三健康作生活燦送参

傘祭碕歳出来傘昨埼際甑作材作晒私達朔坤人類削奉仕際傘竺実タ

式実墾坂栽晒埼際甑私作三削短く紹跳裁擦裁冴歳腰久々削ｗ竺実

タ式実昨友ｘ燦購読裁腰私も世界昨人々昨琦削作榊崎い傘昨坂碕 

実感出来傘記事埼裁冴甑罪昨想い埼山桜竺実タ式実屍鹿ブ活動削

誇三燦持榊崎腰祭参栽晒も竺実タ式実昨活動燦支え崎生済冴い碕

思い擦際甑 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告 懇鴻原鴻原鴻原鴻原    光光光光昏               

●ガ飼試実賜ミ誌実質視施市資実詞歳確定裁擦裁冴甑 

国際竺実タ式実第「【」0 地区ガ飼試実賜ミ誌実質視施市資実詞

θ「019－「0 烝度ガ飼試実χ辻 正敏様θ津ＲＣχ 

●故石井惣司歯旨詞ガ飼試実昨採別参会朔腰託記日程埼際甑 

「月14日。火)午後１時皿三四日市都ホ至識埼執三行わ参擦際甑 

●2月昨竺実タ式実鴫実詞朔腰１詩識＝＝＝＝116付埼際 

●四日市竺実タ式実屍鹿ブ 事務局移転昨採知晒在歳あ三擦裁冴甑 

●例会後腰理事会埼際甑 

●抜萃昨肴咲三歳届済擦裁冴  

誌コ誌コボッ屍ス誌コ誌コボッ屍ス誌コ誌コボッ屍ス誌コ誌コボッ屍ス                                                                    

清水 濯昭,鴻原 光, 小濱 彰男,山 託茂紀, 脇 文彦       

以琢以琢以琢以琢5555名様質合計金巸：名様質合計金巸：名様質合計金巸：名様質合計金巸：    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                                                                                

■超月昨諸事採祝い■超月昨諸事採祝い■超月昨諸事採祝い■超月昨諸事採祝い    

懇会員誕生日昏   5日 林 菖蒲 会員      

 

 

 

 

 

 

懇配偶者誕生日昏 15日 前川 友里恵 様      

懇結婚記念日昏  19日 山託 茂紀 会員,「「日 川口 好宏 会員 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇野ガバ試ー補佐宇野ガバ試ー補佐宇野ガバ試ー補佐宇野ガバ試ー補佐    卓話卓話卓話卓話                                                            

 私昨ベ実旨埼あ傘松阪３ＲＣ昨皆様削朔大変採世話削作三感謝

裁崎採三擦際甑ガ飼試実補佐削不定裁崎栽晒非常削充実裁冴日々

埼一日歳非常削早く感載擦際甑任期も残際碕祭山少作く作榊崎済

擦裁冴歳最後擦埼精一杯頑張三擦際昨埼超後碕も宜裁く採願い申

裁琢砦擦際甑 

日時 コケゲジ 烝 コ 月 コ 日膅木䐢 

会場 竴箵ックスホテ䈎 ゴF 瓫烋安の間𤭖 

行事 諸事お祝い 

出席 会員数 ゴジ 隣 コザ 隣出席 本日の出席率 シジ.ザジ% 

 

月報月報月報月報    第第第第8888 号号号号    3333月月月月2222日発行日発行日発行日発行    

ゲケサゴゲケサゴゲケサゴゲケサゴ    

日時 コケゲシ 烝 コ 月 ス 日膅木䐢 

会場 竴箵ックスホテ䈎 ゴ𦪷 瓫鳳凰の間𤭖 

行事 松阪 ゴ クラ𥫤合輪例会・宇野Ａ䒑訪問例会 

出席 本日の出席率 ゲケケ % 

ゲケササゲケササゲケササゲケササ    

 

18：30 司会 松阪RC親睦委員会 

        珵鐘 松阪RC会長 砂子 貢 会長 

    国歌斉唱 

 竺実タ式実ソン市懇奉仕昨理想昏 

 会長挨拶 松阪RC会長 砂子 貢 会長 

 出席報告  (各屍鹿ブ) 

 誌コ誌コBOX報告 (各屍鹿ブ) 

    卓話      宇野ガ飼試実補佐   

 珵鐘 松阪RC会長 砂子 貢 会長 

 

～ 懇親会 ～ 

 

19：10 開会質乾杯昨音頭 

           松阪東RC会長   中村 容子 会長 

20：00 閉会昨辞    

松阪山桜RC会長  清水 濯昭 会長 

松 阪 3 ク ラ ブ 合 同 例 会 



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                        

夕方昨鹿施士埼腰寺鴫璽仔痔児鹿使視伺実歳明日栽晒始擦傘そう

埼際甑国民昨琦昨新裁い国策埼際搾甑 

祭昨旃節腰本格的作春燦迎え傘削朔腰擦坂少裁掛栽三擦際歳腰私

達腰そ裁崎自然界雑含薩腰着々碕春昨準備歳禍珊埼い傘碕思い擦

際甑普段削聴采事雑作い埼際歳腰綺麗作〝う犀い際〟昨鳴済声雑

後腰少裁埼際甑 

祭昨地域昨明傘い誌ュ実旨埼際甑 

多気昨西谷会員朔皿采斎存知栽碕思う昨埼際歳腰勢和多気ĎŔ付

近削ゐ褫か埼運営裁崎い傘仔屍仔使市誌旨腰そ昨直腰数社歳滞在

型複合施設燦「01重年『鏤士実寺ン削向砕冴ｗ濯裴故郷創生寺竺施

史屍詞ｘ昨立阪琢砦動済出裁冴そう埼際甑投資想定「00億付燦予

定裁崎い傘そう埼際甑規模朔ゐ褫か昨8倍』0店舗碕昨祭碕埼際甑 

「鏤昨例会昨流参埼際歳腰10『」回「日昨諸事採祝い栽晒始擦三腰

菱々溫腰10『『回朔」屍鹿字合輪例会歳行わ参擦裁冴甑 

菱溫朔特別休会埼裁冴甑例会朔始司ン詞細参擦在珊昨埼腰本日朔 

10『』回例会碕作三擦際甑村田委員長皿三ŃźＭżŢĆ 。施而ンボ

児週尾花理事長昨卓話碕採聞済裁崎採三擦際甑そ裁崎本日朔腰「鏤

「」日朔国際竺実タ式実昨創立記念日埼際甑 

事業計き昨表紙昨裏面削あ傘婚竺実タ式実昨示ッ詞実恨婚四肴昨至

旨詞恨婚竺実タ式実昨目的恨今一度採読札夌砕参柵碕思い擦際甑又腰

地区行事碕裁崎』日削開催細参冴職業奉捗研修セ璽試実削朔岡井

会員碕Ǔ会員削出席裁崎い冴坂済擦裁冴甑機会燦札崎屍鹿字例会

埼そ昨セ璽試実燦共鐚裁崎い冴坂砕冴晒碕思榊崎採三擦際甑 

い皿い皿腰山桜昨Ę〆ーｅ腰坂本嗣鴫屍詞昨出番歳近采作三擦裁

冴甑婚坂本嗣鴫屍詞〝」鏤11～1「日昨ŕĹčć〟頑張榊崎来崎託

細い甑 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告 懇鴻原鴻原鴻原鴻原    光光光光昏               

●例会後腰坤定款質細則委員会墾燦開催裁擦際甑 

●「01』～「01【年度坤地区記録誌墾碕津南竺実タ式実屍鹿字栽晒坤』0

年昨あゆ札墾歳届済擦裁冴甑 

●「01】～「018年度 竺実タ式実手帳昨申裁Ů札歳始擦三擦裁冴甑 

●「01】年」鏤昨竺実タ式実鴫実詞朔腰 ǖ詩識＝11【付甑 

●岐阜西竺実タ式実屍鹿字例会場歳変更削作三擦裁冴 

●姉妹屍鹿字昨岐阜淡墨ĺŔ栽晒坤創立「』周年記念式典墾昨案不 

志スト志スト志スト志スト                                                                                    

懇ŃźＭżŢĆθ施而ンボ児χ理事長昏尾花 隆司 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                                                                    

清水 濯昭,鴻原 肘,井旅 篤,小濱 彰男,坂本 昇,丹羽 崇, 

橋本 悟,林 菖蒲,山託 茂紀  

以琢以琢以琢以琢重重重重隣様質合計金額：隣様質合計金額：隣様質合計金額：隣様質合計金額：「0「0「0「0,000,000,000,000 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                                                                                

    

■国際奉捗委員会担当例会■国際奉捗委員会担当例会■国際奉捗委員会担当例会■国際奉捗委員会担当例会懇村田 耕一 国際奉捗委員長昏 

    

卓卓卓卓    話：話：話：話：ŃźＭżŢĆθ施而ンボ児χŃźＭżŢĆθ施而ンボ児χŃźＭżŢĆθ施而ンボ児χŃźＭżŢĆθ施而ンボ児χ理事長理事長理事長理事長    尾花尾花尾花尾花    隆司隆司隆司隆司    様様様様    

世界昨貧民国昨ǖ肴埼あ傘腰璽而ン爾実連邦甑多采昨人歳仏教

燦信載腰貧裁い作歳晒雑互い削助砕合い心豊削生活燦営珊埼い擦

際甑裁栽裁作歳晒長采続い冴軍政削皿三腰経済朔疲弊裁腰国民昨

大多数特削地方削住殺人々朔使ン児鹿昨整備雑行済届栽剤腰貧裁

い生活燦余儀作采細参崎い擦際甑擦冴腰政治的削雑ǘǹǖǖ年ǚ

鏤ǚǹ日削軍政栽晒新政府削権限歳移譲細参冴雑昨昨新政府昨多

数燦軍関係者歳占薩崎採三腰実質的削軍政支配歳続い崎い擦際甑 

私冴阪歳拠珵燦置采始チン州朔腰中国碕使ン詩削噬擦参冴璽而ン

爾実北部削位置裁腰そ昨隣昨通三始チン族歳多采住札腰直ビ識爾

族腰斯而ン族腰試姉族腰わ僑腰揺橋等多数昨民族歳混住裁腰主削

姿式旨詞教燦裁崎い擦際甑祭う裁冴祭碕雑あ三腰虜采栽晒始チン

州埼朔独立昨気運歳高采腰最近埼朔ǘǹǖǖ年６鏤夤栽晒始チン

独立軍碕国軍碕昨軍事衝突歳起祭榊崎採三腰現在雑続い崎い擦際甑

私冴阪朔祭参擦埼腰璽而ン爾実昨人冴阪碕友情燦育札腰そ裁崎日

本碕璽而ン爾実昨架砕橋碕作傘祭碕燦目的削腰碕雑削考え碕雑削

行動裁崎済擦裁冴甑そ昨結果碕裁崎腰小学校』校燦建設裁腰現在

埼朔拠珵燦置采始チン州璽ッチ実試埼旆児院昨運営燦行作榊崎い

擦際甑婚人昨心朔輪載恨甑日本埼朔東日本大震災碕言う未曾鐚昨災

害歳あ三腰多采昨方歳亡采作三悲裁札削冴え擦在珊歳腰璽而ン爾

実埼雑貧裁細故削病院削雑行砕剤命燦落碕裁冴三腰わ剤栽作報酬

燦得傘冴薩削擁険作捗事燦裁冴三際傘子鷺雑歳沢山い擦際甑 

人昨心朔輪載埼際甑親朔子鷺雑燦想い病気燦擁惧裁腰擦冴皿三良

い教育燦受砕細在冴い碕望珊埼い擦際甑擦冴腰子鷺雑雑親燦慕い

甘え冴い碕望珊埼い擦際甑璽而ン爾実埼雑日本埼雑輪載埼際甑 

私冴阪昨活動朔ほ珊昨小細作一歩埼際甑裁栽裁作歳晒腰一歩剤

肴璽而ン爾実昨人冴阪碕碕雑削歩い崎行済冴い碕思榊崎採三擦際甑

是非腰皆様昨温栽い斎支援燦採待阪裁崎採三擦際甑現在朔腰移動

噪書館燦現地埼運営裁崎採三擦際甑 

 

日時 コケゲジ 烝 コ 月 コゴ 日膅木䐢 

会場 フ箵ックスホテ䈎 ゴF 瓫烋安の間𤭖 

行事 国際奉仕委員会担当例会 

出席 会員数 ゴジ 名 ココ 名出席 本日の出席率 ザ9.サシ% 

 

月報月報月報月報    第第第第8888 号号号号    3333月月月月1【1【1【1【日発行日発行日発行日発行    

ゲケサザゲケサザゲケサザゲケサザ

村田耕一副理事長歳鉛筆村田耕一副理事長歳鉛筆村田耕一副理事長歳鉛筆村田耕一副理事長歳鉛筆 1508150815081508

本腰ボ実識ペン本腰ボ実識ペン本腰ボ実識ペン本腰ボ実識ペン 515515515515 本本本本 JAMBOFJAMBOFJAMBOFJAMBOF

碕裁崎寄付裁擦裁冴碕裁崎寄付裁擦裁冴碕裁崎寄付裁擦裁冴碕裁崎寄付裁擦裁冴甑 


