
    

    

第第第第 1064106410641064回例会回例会回例会回例会    

懇日   時昏2017烝08鏤03日θ木χ 

懇会   場昏児鴫紫屍スホテ識 3F婚烋安昨間恨 

懇寺竺市鹿ム昏Ｒテ団員会担当例会 

◎卓話坤子鷺雑発達総淋センタ実所長墾 

        諸事採祝い 

懇出   席昏会員数37隣 

       出席者28隣 出席率75.68％ 

 

 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶婚坂本 昇恨                                                                

久裁ぶ三昨邑独例会埼際甑会長削作三１栽鏤歳過災腰鷺う削栽一息

肴済擦裁冴甑現状朔腰竺実タ式実昨寺竺市鹿ム燦消化際傘祭碕埼精

一杯埼際歳腰皆様昨採力燦借三崎腰会長賞燦達成裁冴い碕思い擦際

昨埼鷺う栽皿山裁采採願い裁擦際甑 

先日昨」屍鹿字淋輪例会埼朔腰通常例会碕異作三鏤曜昨採昼削雑栽

栽わ晒剤多数斎参盆采坂細い擦裁崎腰誠削あ三歳碕う斎菜い擦裁冴甑 

淋輪例会削先立阪腰ガバ試実碕会長幹事碕昨懇談会歳開催細参擦裁

冴甑今事業烝燵昨当屍鹿字昨抱ヅ碕要望削肴い崎懇談裁擦裁冴甑 

懇談会及び淋輪例会中埼昨腰主作不容削肴い崎報告細在崎い冴坂済

擦際甑 

会11『烝62采ＲŔ雑時鎚昨変化碕共削伝統燦6162裁62け作歳晒雑変

わ晒作け参柵作三擦在珊甑変わ晒作い屍鹿字腰変わ三冴采作い屍鹿

字歳多々あ三腰そ参晒昨屍鹿字朔腰何参消滅裁崎い采祭碕埼裁鮫う甑 

解ＲＩ削主婦燦職業便類削提言裁冴昨朔腰児鹿ンス坂榊冴そう埼腰

女性雑職業燦持榊崎い傘方歳多采腰ＲŔ削盆入裁崎い傘方雑腰出産質

育児埼捗事栽晒頹参傘事埼腰社会碕昨繋歳三歳遮断細参傘琦腰主婦

埼あ榊崎雑盆入燦認薩傘様腰提言裁冴碕いう経緯歳あ榊冴そう埼際甑 

回ガバ試実朔ＲＩ昨一員埼腰ＲＩ昨状況燦報告際傘昨歳役割埼あ三

擦際甑地癒朔腰各々昨ＲŔ歳事業燦遂行際傘琦昨採手伝い燦際傘昨

歳役割埼あ三腰命痛腰指棡際傘立場埼朔作采腰屍鹿字歳事業際傘琦

昨採手伝い燦際傘肢実識碕考え崎積極的削利用裁崎采坂細い甑 

塊寄付燦効率的削行榊崎託細い甑 

恠捗活動昨資金碕裁崎鐚効削活用裁崎託細い甑 

ＥＲＥň昨寄付歳「00』-0【烝燵栽晒始擦三擦裁冴甑屍鹿字昨寄付歳

一人当三100㌦通琢埼腰会員全員歳烝次寄付燦裁擦際碕ＥＲＥň削

認定細参腰」烝後昨地癒補助金燦申請際傘薇昨原資碕作三擦際甑寄

付昨金額雑100㌦栽晒1』0㌦腰1』0㌦通琢埼利用埼済傘金額歳異作

三腰1』0㌦通琢昨寄付燦行う祭碕埼返戻率歳最雑高采作三腰効果的

作寄付碕作三擦際甑 

詳細削肴済擦裁崎朔腰テ団昨研修削行栽参擦裁冴徂田先生碕越山エ

鴫屍詞削機会燦設け崎発表裁崎い冴坂済擦際甑 

本日朔腰ｗ発達藴害支援センタ実昨遊野所長ｘ燦迎え卓話裁崎頂済

擦際甑 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告婚橋本 悟恨               

会「01】烝8鏤昨竺実タ式実鴫実詞朔腰1詩識＝111付 

解竺実タ式実全国囲碁大会案不状歳届い崎採三擦際甑 

回ガバ試実事務所質ガバ試実エ鴫屍詞質地癒大会事務所質地癒事務

所質隰阪山桜竺実タ式実屍鹿字 夏季休暇昨期間朔事務局擦埼質質 

塊地癒大会開催削肴い崎昨採知晒在甑 

誌誌誌誌コ誌ココ誌ココ誌ココ誌コżＯńżＯńżＯńżＯń                                                                        

坂本 昇,橋本 悟,徂田 正隆,岡井 凡,川口 好宏,椌濱 彰男, 

清水 濯昭,田中 和弘,隴東 正,山託 茂紀,脇 文彦 

 通琢通琢通琢通琢11111111隣様質淋計金額：隣様質淋計金額：隣様質淋計金額：隣様質淋計金額：1』1』1』1』,000,000,000,000付付付付埼裁冴甑埼裁冴甑埼裁冴甑埼裁冴甑鐚飫う斎菜い擦際甑鐚飫う斎菜い擦際甑鐚飫う斎菜い擦際甑鐚飫う斎菜い擦際甑 

寺竺市鹿ム寺竺市鹿ム寺竺市鹿ム寺竺市鹿ム                                                                                

諸事お祝い諸事お祝い諸事お祝い諸事お祝い    

懇会員誕生日昏 

11日徂田 正隆 会員腰11日闌田 燐優 会員 

1』日奥闌 清隆 会員腰「8日清水 濯昭 会員 

懇配偶者誕生日昏 

0」日西 香苗 様腰  0【日井口 桂子 様 

1】日西闌 美恵子 様腰「「日橋本 美怡 様   

Ｒ財団委員会担当例会Ｒ財団委員会担当例会Ｒ財団委員会担当例会Ｒ財団委員会担当例会    

婚卓婚卓婚卓婚卓    話恨話恨話恨話恨    子鷺雑発達総淋センタ実所長子鷺雑発達総淋センタ実所長子鷺雑発達総淋センタ実所長子鷺雑発達総淋センタ実所長    懇遊野懇遊野懇遊野懇遊野    忠彿忠彿忠彿忠彿    様昏様昏様昏様昏    

心身昨発達削遅参や心配昨あ傘子鷺雑燦対象削腰日常生活削採け傘

基本的作動作昨支援腰療育腰訓練腰集団生活へ昨適応支援作鷺燦子

鷺雑昨発達段階採皿びそ昨採栽参崎い傘環境削応載崎行う碕碕雑削腰

保健腰福祉腰教育昨各便野及び諭療やそ昨直関係機関碕昨連携昨雑

碕腰子鷺雑碕そ昨家族歳抱え傘悩札や困三事削寄三添榊冴適勉作発

達相談燦提供裁崎採三擦際甑隰阪市埼唯一昨発達支援事業拠珵碕裁

崎腰発達支援削携わ傘人闍昨育成碕保育園質幼稚園質椌中学校等へ

昨専門職員削皿傘訪問支援巡回相談燦行い腰子鷺雑歳地域埼途勉参

作い支援燦受け腰安心裁冴暮晒裁燦実現際傘冴薩昨支援燦目指裁擦

際甑機会歳御燼い擦裁冴晒支援燦宜裁采採願い裁擦際甑 
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第第第第 1065106510651065回例会回例会回例会回例会    

懇日   時昏2017烝08鏤10日θ木χ 

懇会   場昏児鴫ッ屍旨ホ至識 3F婚烋晧昨間恨 

懇寺竺市鹿ム昏定款細則委員会担当例会θ屍鹿字児四実鹿ムχ 

懇出   席昏会員数37隣 

       出席者28隣 出席率75.68％ 

 

 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶婚坂鑚 昇恨                                                                

超鏤昨竺実祉式実昨鏤間至実マ朔腰婚会員増強質新屍鹿字結成推禍

燦行う恨特別鏤間埼際甑以前朔腰烝間昨数始鏤歳特別鏤間碕裁崎指

定細参崎い擦裁冴歳腰最近埼朔Ś鏤燦除く際冊崎昨鏤歳特別鏤間碕

裁崎腰至実マ歳諾え晒参崎い擦際甑祭う裁冴鏤間朔腰屍鹿字坂け埼

作く腰竺実祉式アン一人一人歳腰ＲŔ昨活動削参加際傘皿う強調際

傘冴薩腰ＲĎ理宙会歳指定裁冴鏤間埼際甑是非腰竺実祉式アン昨皆

様碕一致団結裁崎新会員昨勧誘活動削努薩腰会員増強昨済榊栽け碕

作傘鏤間削裁冴い碕思い擦際昨埼鷺う栽皿山裁く採願い裁擦際甑 

採盆歳近咲済採睫裁い中腰例会削参加く坂細い擦裁崎誠削あ三歳碕

う斎菜い擦際甑擦雑作く終戦昨日歳訪参擦際甑昭和「0烝8鏤【日削

広島市削原子馞弾歳投託細参腰そ昨」日後昨8鏤9日削雑長崎市削

雑投託細参腰そ裁崎終戦碕作三擦裁冴甑日鑚政府朔腰8鏤1』日燦坤戦

没者燦追悼裁烋和燦祈念際傘日墾碕裁腰一般削輪日燦終戦記念日碕

称細参崎い擦際甑間雑作く】「烝歳経過裁擦際甑先日腰終戦昨日燦知

晒作い若者歳増加裁崎済崎い傘宙燦危惧裁崎い傘報道歳あ三擦裁冴甑 

終戦昨日削関際傘報道歳頻繁削流参傘中腰ŰĘＫ昨朝昨報道埼サ実

竺実節子細珊昨紹跳歳あ三擦裁冴甑広島生擦参埼始試私在住昨被馞

者埼現在8』歳埼際歳腰嗣ネ識子ッ斯ュ削講演活動燦細参崎い傘方埼

際甑そ昨紹跳昨作栽埼腰ア施ア系学生栽晒昨質問昨斯実ン歳流参崎

い擦裁冴甑坤第忠次世界大戦埼腰日鑚朔ア施ア昨人冴阪削大変朔被害

燦及ぼ裁擦裁冴甑そ昨罪昨作いア施ア人昨被害碕原馞削皿傘被害碕腰

鷺阪晒歳深刻埼際栽甑墾碕問わ参擦裁冴甑彼女昨回答朔腰坤日鑚人朔

被害者埼あ三腰加害者埼雑あ傘甑坂歳比較朔埼済作い甑原馞燦語傘

碕済削大宙作昨朔腰日鑚朔加害者埼あ三被害者埼あ傘祭碕燦睨参作

い祭碕埼際甑け参鷺雑大勉作昨朔腰殺戮朔悪坂碕いう祭碕埼際甑墾碕

答え晒参擦裁冴甑被馞者碕裁崎昨輪情燦得傘冴薩削訴え傘昨埼作く

核兵器昨破壊力腰核削皿傘世界昨破局燦警告裁崎い傘祭碕削感心裁

擦裁冴甑Űň昨国連鑚部埼核兵器禁溺条約歳採択細参腰新冴作一歩

燦踏札出際祭碕削作三擦裁冴甑超溫腰隣虜榮埼会議歳あ三腰隰阪削

帰傘途中腰隣駅昨試試阪皐珊人形付近埼腰広島碕沖縄昨女子高生歳腰

核兵器禁溺昨署隣活動燦行榊崎い擦裁冴甑わ菜わ菜腰隣虜榮擦埼来

崎広島碕沖縄昨学生細珊歳活動裁崎い傘祭碕削驚済燦感載擦裁冴甑 

擦冴腰日鑚坂け埼作く世界埼雑署隣活動細参崎い傘冴薩腰日鑚語碕

英語埼併記細参崎い傘説明文書燦い冴坂済腰細晒削感心裁擦裁冴甑 

日鑚坂け埼作く腰市竺実バ識削世界削向け崎発信裁崎活動裁崎い傘

学生冴阪昨姿削輝済燦感載擦裁冴甑 

祭参栽晒昨腰竺実祉式実活動削勇気碕力燦い冴坂済腰帰路削肴済擦

裁冴甑 

幹宙報告幹宙報告幹宙報告幹宙報告婚橋鑚 悟恨               

①岐阜サン式バ実ＲŔ皿三 イン祉実ア屍詞烝次大会昨採礼状歳榲

い崎採三擦際甑 

誌誌誌誌コ誌ココ誌ココ誌ココ誌コżŢńżŢńżŢńżŢń                                                                        

坂鑚 昇,橋鑚 悟,衷旅 篤,西村 伸久,隴東 塡,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：1「1「1「1「,000,000,000,000円円円円埼裁冴甑埼裁冴甑埼裁冴甑埼裁冴甑鐚難う斎菜い擦際甑鐚難う斎菜い擦際甑鐚難う斎菜い擦際甑鐚難う斎菜い擦際甑 

寺竺市鹿ム寺竺市鹿ム寺竺市鹿ム寺竺市鹿ム                                                                                

定款細則委員会担当例会定款細則委員会担当例会定款細則委員会担当例会定款細則委員会担当例会ﾚクラけくォーラムﾛﾚクラけくォーラムﾛﾚクラけくォーラムﾛﾚクラけくォーラムﾛ    

懇屍鹿字細則昨主作変更点昏 

第ǘ条 理宙会 

質役員碕理宙昨定義歳曖昧作昨埼明確削裁冴 

質理宙昨人数削肴い崎朔第ǚ条削崎 

第ǚ条 理宙及び役員昨選挙 

質指隣委員会削皿傘指隣燦採用際傘歳腰他昨立候補者雑受け入参傘

祭碕埼皿三士実寺ン作形碕作傘 

質原則朔投票坂歳市長選作鷺埼雑対立候補歳作け参柵無投票作昨埼腰

そ昨項追加 

質理宙昨人数朔細則埼定薩剤腰会長嗣鴫屍詞昨提案碕裁冴 

質直前会長歳８AA燦務薩傘祭碕燦明文化甑θ第四条雑輪様χ 

質任期削肴い崎朔腰当面一烝間昨擦擦碕際傘甑 

第Ą条 会合 

質毎溫昨例会開催燦基鑚的削6162裁腰状況削応載崎変更埼済傘条文

碕裁冴 

第Ľ条 会費 

質入会金昨項目朔腰第10条匙移行θ会費碕明確削区別際傘冴薩χ 

質会費削肴い崎朔腰特別会費燦作く裁「『万円碕際傘 

第Ş条 部門碕委員会 

質虫肴昨部門埼構成裁腰そ昨託削委員会燦置く形式削裁冴 

質委員会朔会長昨構想削皿傘昨埼細則埼朔規定裁作い 

質以前付け加え冴決議「」-」『昨遵晤燦6162裁腰付則碕裁崎鑽尾削全

文掲載 

第10条 会員選挙昨方法 

質新会員入会擦埼昨流参歳わ栽三削くい昨埼腰時系列削従榊崎 

推薦質理宙会承認質説明質通知質入会削便け崎整理裁冴 

質入会金朔腰入会昨必要条件埼朔作い昨埼腰祭祭削規定際傘 

作採腰定款削肴い崎朔腰変更可能作場所θ託線昨部便作鷺χ以外朔

そ昨擦擦採用際傘甑 

θ衛星屍鹿字作鷺腰当屍鹿字埼朔当面濁必要作部便朔削除裁擦際甑χ 

懇変更昨理由昏 

ＲĎ皿三腰モ視識細則匙昨変更案歳提示細参冴祭碕削皿三腰当屍鹿

字昨実情削合わ在肴肴腰ＲĎ昨規定碕矛盾裁崎い作い皿う削際傘冴

薩甑 
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第第第第 1066106610661066回例会回例会回例会回例会    

懇日   時昏2017年08鏤24日θ木χ 

懇会   場昏児鴫紫屍旨ホテ識 2F婚ベ識ホ実識恨 

懇寺竺市鹿痔昏会員増強部門担当例会 

懇出   席昏会員数37隣 

       出席者28隣 出席率75.68％ 

 

 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶婚坂本 昇恨                                                                

菱日腰夏季休業昨期間燦利用裁崎腰戻海暑常呂郡置戸か昨友人宅削

穀び削行榊崎擦い三擦裁冴甑置戸か朔網走市皿三約80ずm不陸削入榊

冴山間昨か埼腰栽肴崎朔林業埼栄え冴街埼裁冴甑 

『日間昨滞在埼裁冴歳腰曇三歳阪昨日歳続済腰私昨人生埼初薩崎真

夏削旨ト実字埼暖燦取三擦裁冴甑冬場朔氷点託30度削作傘極寒昨地

埼あ三擦際甑サ雌式ン燦飼イ屍埼一緒削走榊冴昨歳縁埼知三合あい

削作榊冴方埼腰そ昨う阪穀び削行済擦際碕言榊崎採別参裁冴昨埼際

歳腰そ昨う阪埼朔い肴削作傘栽わ栽晒作い昨埼腰際犀採い埼碕言わ

参腰採伺い裁擦裁冴甑何故催促細参傘栽碕申裁擦際碕腰一人埼山深

い林暑削入三腰飼イ屍歳雑裁動栽作采作榊冴場合腰ヒ市マ昨餌食削

作傘冴薩埼際甑飼イ屍埼気軽削林暑肢実式ン市燦楽裁薩作い冴薩腰

一人埼雑冴采細珊昨友署歳来崎采参傘祭碕燦待阪望珊埼い傘彼埼際

昨埼腰遠慮作采今年雑泊薩崎い冴坂済擦裁冴甑焜い腰ヒ市マ昨糞朔

見擦裁冴歳腰ヒ市マ削朔遭遇裁擦在珊埼裁冴甑そ昨う阪埼作采腰際

犀削行采祭碕埼腰新裁い友人腰新裁い土地燦深采知傘祭碕歳埼済擦

裁冴甑 

細崎腰会長削作三2栽鏤歳経過裁皿う碕裁崎い擦際甑頼雑裁い橋本

焙事碕会員皆様昨温栽い斎支援昨採栽砦埼腰鷺う削栽祭作裁崎い傘

状況埼際甑 

皆様腰本当削あ三歳碕う斎菜い擦際甑 

事業計き書削朔腰会長活動方針碕裁崎会長賞削挑戦際傘作鷺い山い

山書栽在崎い冴坂済擦裁冴歳腰現状朔腰寺竺市鹿痔燦消尤際傘事碕

地区栽晒昨報告昨対応削追わ参傘日々埼作栽作栽余裕歳斎菜い擦在

珊甑会員燦2隣増強埼『0隣燦目指裁擦際碕意気Ů札擦裁冴歳腰現在

1隣減昨3】隣埼際甑 

今年度昨活動方針燦署成際傘冴薩削朔腰会員皆様昨斎誘力歳不療靭

埼際甑鷺う栽皆様昨採力添え埼腰採栽砦細擦埼１年過斎在擦裁冴碕

報告埼済傘1年削裁冴い碕思い擦際甑 

焙事報告焙事報告焙事報告焙事報告婚橋本 悟恨               

 ①理事会昨報告甑 

  09鏤例会寺竺市鹿痔 

   09鏤03日。日)岐阜淡墨ＲŔ合輪例会 

   09鏤1『日。木)竹琢隰阪市長昨裕話 

   09鏤21日。木)公共イ磁実施部門担当例会 

           細則改定 

   09鏤28日。木)早朝例会 

  10鏤例会寺竺市鹿痔 

   10鏤0』日。木)屍鹿字管理殺営部門担当例会 

   10鏤12日。木)米山記念奨学委員会担当例会 

   10鏤19日。木)鈴木濯重県知事昨裕話 

   10鏤2【日。木)職場訪問例会 

 10鏤地区行事 

  10鏤01日。日)華王殿削崎ＩＭ開催 

  10鏤1『日。土) ～ 1』日。日) 

         地区大会：坂本会長1『日質1』日参加 

              隰阪山桜ＲŔ1『日参加埼際甑 

志旨ト志旨ト志旨ト志旨ト                                               

婚地区質会員増強部門 委員長恨山本和央様θ久居ＲŔ所属χ 

ニニニニ思ニ思思ニ思思ニ思思ニ思żＯＸżＯＸżＯＸżＯＸ                                                                            

坂本 昇,橋本 悟,川口 好宏,小濱 彰男,清水 濯昭,Ǔ 真理子, 

西 大輔,西谷 満,隴東 正,鴻原 肘,宮園 隆貴,山託 茂紀, 

脇 文彦 

 以琢以琢以琢以琢13131313隣様質合計金巸：隣様質合計金巸：隣様質合計金巸：隣様質合計金巸：20202020,000,000,000,000付付付付埼裁冴甑埼裁冴甑埼裁冴甑埼裁冴甑鐚難う斎菜い擦際甑鐚難う斎菜い擦際甑鐚難う斎菜い擦際甑鐚難う斎菜い擦際甑    

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

婚西 大輔青少年奉仕委員長恨 

☆インタ実ア屍ト年逗大会 

8鏤11日金)～12日。土) 

寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔                                                                                    

会員増強部門担当例会会員増強部門担当例会会員増強部門担当例会会員増強部門担当例会    

    

 

 

 

懇裕話昏 

地区質会員増強部門委員長 

婚山本 和央 様恨 

強固作会員基盤朔腰屍鹿字歳地域社会や世界埼活動燦際傘冴薩昨土

瞭埼際甑屍鹿字削皿傘社会奉仕活動や海外埼昨人暑的支援活動燦通

載崎腰竺実タ式実削対際傘認識や理解歳深擦三腰 

財団碕そ昨寺竺市鹿痔へ昨支援雑増え傘埼裁鮫う甑 

会員増強朔腰竺実タ式実全体昨最重要課巠埼際歳腰 

中埼雑重要作役割燦果冴際昨歳 

各屍鹿字埼際甑 

屍鹿字歳会員増強削真剣削取三組薩柵腰 

目削見え傘成果歳得晒参傘埼裁鮫う甑 

新会員燦増や裁腰現会員削皿傘積極的作 

参加燦促際削朔腰魅力的埼楽裁い屍鹿字咲采三歳必要埼際甑 

擦剤朔屍鹿字燦客観的削見肴薩腰 

強札碕改善点朔何栽燦考え崎札擦裁鮫う甑 

屍鹿字昨現状評価燦行う際削朔腰 

屍鹿字咲采三昨担い手碕作傘会員全員削栽栽わ榊崎雑晒う祭碕歳重

要埼際甑 

 

●逗回婚第10【】回例会朔腰早朝例会碕作三擦際甑恨 
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