
    

    

第第第第 1068106810681068回例会回例会回例会回例会    

懇日   時昏2017烝09鏤03日θ日χ 

懇会   場昏日本料理 倶楽庵θ静岡県濯島市χ 

懇寺ロ市鹿痔昏岐阜淡墨ＲŔ質松阪山桜ＲŔ淋輪例会 

懇見 学 地昏婚公益財団法人 米山梅燐記念館恨へ甑 

懇出   席昏会員数37隣 

       出席率100％ 

 

 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶婚岐阜淡墨ＲŔ会長 託島 孝暑 様恨                                                                

松阪山桜ＲŔ昨皆様腰祭珊削阪朔甑 

今期埼「度目昨会長燦仰在つ栽三ま裁冴託島埼斎菜いま際甑 

本日昨淋輪例会削米山梅燐記念館燦案不裁崎頂済腰あ三歳碕う斎菜

いま際甑斎存知昨皿う削米山梅燐翁朔腰日本昨ＲŔ昨創始者埼斎菜

いま際甑罪昨米山梅燐翁昨記念館燦見学際傘祭碕歳埼済腰大変勉強

削作三ま裁冴甑 

又腰本烝『鏤昨当屍鹿字創立「』周烝式典削朔腰多数昨会員昨方削斎

出席賜三腰式典削華燦添え崎頂済ま裁冴甑席琢姉妹屍鹿字昨6162締

結雑行いま裁冴甑あ三歳碕う斎菜いま裁冴甑 

屍鹿字隣昨桜歳縁埼貴屍鹿字碕姉妹屍鹿字締結い冴裁ま裁崎「0烝

歳経過裁ま裁冴甑 

趣踪朔坤両屍鹿字昨会員昨離情碕理解燦深薩腰相互削屍鹿字昨属際

傘区域削つい崎昨歴史腰風俗腰文尤腰産業腰経済等削つい崎昨知識

碕理解燦深薩腰ロ実タ式実精神昨高揚碕奉仕昨実践里び世界烋和碕

文尤昨向琢削寄与際傘祭碕墾燦目的碕裁崎いま際甑祭昨趣踪削沿い

皆様碕共削ロ実タ式実活動削邁進裁腰引済62済良済交流歳出来ま際

皿う宜裁采採願い申裁琢砦ま際甑 

最後削腰本日昨採雑崎作裁削感謝裁楽裁ま在崎頂済冴い碕思いま際甑

本日朔腰あ三歳碕う斎菜いま裁冴甑 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶婚松阪山桜ＲŔ会長 坂本 昇恨                    

岐阜淡墨ＲŔ昨皆様腰前宙業烝度朔創立「』周烝記念式典削採招済

託細いま裁崎誠削あ三歳碕う斎菜いま裁冴甑 

記念式典埼朔腰周烝宙業昨目玉埼あ三ま際東戻大震災復興地派遣体

験学習活動宙業燦始薩腰淡墨文庫腰淡墨桜清掃活動腰材珊菜いチャ

式ティ飼ザ実昨収益金昨寄付腰ネ歯実識へ昨車い際昨支援活動作鷺腰

地元腰日本腰海外削渡三奉仕活動燦展開裁崎い傘祭碕燦発表細参腰

大変作驚済燦感載冴碕共削尊敬昨念燦抱済ま裁冴甑 

忠烝後削朔当屍鹿字雑「』周烝燦迎えま際甑貴屍鹿字昨斎指棡斎鞭撻

燦賜三記念碕作傘奉仕活動燦署成埼済傘皿う削努力裁冴い碕思いま

際昨埼腰祭参栽晒雑鷺う栽宜裁采採願い裁ま際甑 

貴屍鹿字碕朔腰199】烝【鏤削姉妹屍鹿字碕裁崎締結裁崎栽晒蹣「0

烝歳過災ま裁冴甑罪裁崎腰本烝『鏤削」0烝削向砕崎昨10烝間昨姉

妹屍鹿字昨締結燦裁ま裁冴甑 

今回「1烝目昨淋輪例会朔腰当屍鹿字歳次旨ト役碕裁崎昨淋輪例会昨

開催碕作三ま際甑例烝腰岐阜碕濯重昨次旨ト役昨県採い崎開催裁崎

いま裁冴歳腰今回朔米山梅燐記念館燦訪搾崎腰両県以外昨静岡へ昨

旅行碕作三ま裁冴甑 

何分初薩崎昨企画埼腰至晒作い碕祭山雑多々あ傘栽碕存載ま際歳腰

両屍鹿字歳懇親燦深薩腰楽裁い旅行碕作傘祭碕燦期待裁崎いま際甑 

 

ニニニニコニココニココニココニコżＯＸżＯＸżＯＸżＯＸ                                                                        

坂本 昇,橋本 悟,植松 悦子,太田 正隆,岡井 功,奥村 清隆, 

川口 好宏,椌濱 彰男,越山 明,鈴木 康,清水 濯昭,田中 和弘, 

珎暑 直紀,辻 真理子,西村 伸久,林 菖蒲,福本 和也,宮園 隆隆, 

山託 茂紀,脇 文彦 

 以琢以琢以琢以琢「0「0「0「0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：」0」0」0」0,000,000,000,000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ま際甑鐚難う斎菜いま際甑鐚難う斎菜いま際甑鐚難う斎菜いま際甑    

※婚公益財団法人※婚公益財団法人※婚公益財団法人※婚公益財団法人    米山梅燐記念館恨へ寄付燦細在崎頂済ま裁冴甑米山梅燐記念館恨へ寄付燦細在崎頂済ま裁冴甑米山梅燐記念館恨へ寄付燦細在崎頂済ま裁冴甑米山梅燐記念館恨へ寄付燦細在崎頂済ま裁冴甑 

見学地見学地見学地見学地    婚婚婚婚公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人    米山梅燐記念館米山梅燐記念館米山梅燐記念館米山梅燐記念館恨恨恨恨                                        

米山梅吉記念館のせームすージに掲載されました。米山梅吉記念館のせームすージに掲載されました。米山梅吉記念館のせームすージに掲載されました。米山梅吉記念館のせームすージに掲載されました。    

懇次実痔時実施記宙皿三昏 

烋成「9烝9鏤」日θ日χ松阪山桜ＲŔ碕岐阜淡墨ＲŔ昨」0隣昨皆

細ま歳淋輪埼斎来館采坂細いま裁冴甑 

姉妹提携細参崎い傘両屍鹿字昨磁ン飼実歳途中淋流細参1台昨飼

旨削崎採越裁采坂細いま裁冴甑    

次実識埼記念館昨祭碕削つい崎第「【「0地区昨米山昨運営委員栽晒

斎説明細在崎頂済腰「階展示室燦学芸員皿三斎案不細在崎頂済ま裁

冴甑斎来館あ三歳碕う斎菜いま裁冴甑 
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第第第第 1069106910691069回例会回例会回例会回例会    

懇日   時昏2017烝09鏤14日θ木χ 

懇会   場昏児鴫ッ屍スホテ識 3F婚烋安昨間恨 

懇寺竺市鹿痔昏諸宙採祝い 

裕話婚竹琢 真人 隰阪市長恨 

懇出   席昏会員数37隣 

       出席者33隣 出席率89.18% 

 

 

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

超鏤昨鏤間テ実マ朔腰坤基本的教育碕識數率向琢質竺実タ式実昨友墾

埼際甑世界削朔子供冴阪歳基本的作教育燦受砕晒参剤腰成人歳読札

書済埼済作い国や地域歳あ三擦際甑「000烝以来腰読札書済昨埼済作

い成人昨数朔減少裁肴肴あ三擦際甑裁栽裁腰い擦坂削腰】億8100万

人昨成人歳読札書済歳埼済擦在珊甑祭参朔世界昨成人人口昨1』％削

相当裁腰そ昨」分昨「近く歳女性埼際甑基本的教育碕識數率向琢歳

裴要課巠埼あ傘理ょ朔腰 

質際冊崎昨女性歳初等教育燦修了際参柵腰妊婦昨死亡率朔【【％減少

際傘甑 

質読札書済昨埼済傘母親燦持肴子供朔腰読札書済昨埼済作い母親昨

子碕比冊崎腰』遁以琢擦埼生済延び傘確率歳』0％高い甑 

質徹所得国埼全生徒歳読札書済燦習得裁冴場淋腰1億】100万人歳貧

困栽晒抜砕出際祭碕歳埼済傘甑祭碕作鷺歳挙砦晒参擦際甑 

祭参晒昨地域埼腰基本的教育燦提供裁識數率燦琢砦参柵腰細擦菜擦

作問巠昨解決θ貧困昨削減腰健康状態昨改善腰地域社会碕経済昨発

展腰烋和構築作鷺χ昨糸口燦肴栽殺祭碕歳埼済擦際甑一肴昨宙例埼

際歳腰台湾昨台中市埼朔腰複数昨竺実タ式実屍鹿字歳力燦淋わ在腰

中国腰ベ詞試痔腰イン詩ネシア腰タイ栽晒昨移民女性削読札書済昨

授業燦行榊崎い傘そう埼際甑個々昨力埼祭昨皿う作奉捗活動燦際傘

祭碕朔限界歳あ三擦際歳腰屍鹿字昨会員昨皆様腰姉妹提携昨屍鹿字腰

分区昨直屍鹿字腰竺実タ式実財団昨誘力歳あ参柵成裁遂砦傘奉捗活

動歳多々あ傘栽碕思い擦際甑屍鹿字昨会員昨皆様栽晒個々削奉捗活

動昨提案燦裁崎い冴坂済腰そ昨い剤参栽昨提案歳大済作奉捗活動碕

裁崎実燦結ぶ祭碕燦期待裁崎腰皆様栽晒昨奉捗活動昨提案燦採待阪

裁崎採三擦際甑竺実タ式実昨友鏤間朔腰雑誌鏤間昨廃溺削伴い

「01』-1【烝度皿三日本独自削腰重鏤燦坤竺実タ式実昨友鏤間墾碕裁擦

裁冴甑竺実タ式実地域雑誌碕呼柵参傘坤友墾誌朔腰全世界削あ傘地

域雑誌埼腰そ昨目的朔地域昨特徴あ傘活動燦そ昨地域昨竺実タ式ア

ン歳共鐚際傘祭碕埼あ三擦際甑擦冴腰坤Tしご Ro下a三じan墾昨中栽晒いく

肴栽昨ぇ宙燦そ昨地域雑誌削掲載際傘祭碕埼腰 全世界昨竺実タ式ア

ン歳情報燦共鐚際傘祭碕歳埼済冴薩削雑必要作雑誌埼際甑そ昨雑誌

昨購読やぇ宙紹跳燦会員削強調際傘鏤間埼あ三擦際甑 

幹宙報告幹宙報告幹宙報告幹宙報告婚橋本 悟恨                                          

①例会後腰理宙会歳あ三擦際甑 

志ス詞志ス詞志ス詞志ス詞                                                         

懇隰阪市長昏竹琢 真人 様 

竺実タ式実昨小窓竺実タ式実昨小窓竺実タ式実昨小窓竺実タ式実昨小窓                                                                    

懇前川 雑誌副憖員長昏ｗ竺実タ式実昨友ｘぇ宙紹跳 

憖員会報告憖員会報告憖員会報告憖員会報告                                                                                    

懇重鏤」日岐阜淡墨ＲŔ質隰阪山桜ＲŔ淋輪例会昨報告昏 

 西村 米山ぇ念奨学憖員長

濯島市近郊削あ三擦際米山ぇ念館匙斎一緒頂済擦裁冴皆様腰長旅斎

苦労様埼裁冴甑細崎腰そ昨時削ぇ念館昨木不常務理宙栽晒腰米山梅

燐碕隰阪削朔不思議作縁歳あ傘宙燦採聞済裁擦裁冴甑米山梅燐碕隰

阪燦結ぶ２本昨糸甑一肴朔濯井家昨糸埼際甑斎斂載昨皿う削梅燐朔

濯井銀行昨常務腰濯井信う銀行昨初代社長埼際栽晒腰濯井家発祥昨

地腰隰阪碕朔縁歳あ三擦際甑雑う一肴昨糸質質祭参朔45雑知三擦在

珊埼裁冴甑皆細珊腰土居光華碕いう人燦斎斂載埼裁鮫う栽？淡路島

出身甑東京府昨兵宙課長燦務薩冴後腰明治20烝3鏤削濯裴県飯褫質

飯高質多気濯郡昨郡長削就任甑輪21烝10鏤削郡長燦退職裁冴後雑

隰阪削留擦三腰濯裴県第４区栽晒第3回碕第4回昨総選挙削出崎衆

院議員削甑自ょ民権昨政治家甑漢学者腰文筆家腰翻訳家碕裁崎雑知

晒参傘甑晩烝朔隰阪埼過斎裁腰大塡7烝72遁埼生涯燦閉載冴甑 

そ昨土居光華昨書簡215通歳腰隰阪市削撤殺子孫昨赤塚邦代細珊燦

通載崎隰阪市削寄贈細参坤土居光華書簡展墾碕裁崎2015烝削隰阪

市頓史民俗資料館埼忠度削わ冴榊崎公開細参擦裁冴甑書簡昨相手朔

隴垣退助腰伊藤博文腰大隈裴信腰犬養毅晒そうそう冴傘磁ンバ実削

混載榊崎腰米山梅燐碕昨間削交わ細参冴書簡雑多数見肴栽三擦裁冴甑

中削朔米山家昨養子削作傘前昨旧憙和ゅ梅燐碕裁崎昨手紙雑見肴栽

榊崎い擦際甑梅燐朔東京埼昨苦学時代腰土居光華塾昨塾生碕裁崎勉

強裁崎い冴昨埼際甑米山ぇ念館昨方雑祭昨土居光華書簡展燦訪参崎

貴裴作資料燦目削裁腰擦冴超回45冴阪歳ぇ念館燦訪参冴祭碕埼腰梅

燐碕隰阪昨不思議作縁燦感載崎採晒参擦裁冴甑是非そ昨祭碕燦皆細

擦削採伝え託細い碕昨祭碕埼裁冴昨埼斎報告申裁琢砦擦際甑 

誌誌誌誌思誌思思誌思思誌思思誌思żＯＸżＯＸżＯＸżＯＸ                                                                            

坂本 昇,橋本 悟,井口 篤,植隰 悦子,岡井 功,小濱 彰男,越山 明, 

轍藤 光宏,鈴木 康,清水 濯昭,立岡 44之,西村 伸久,林 菖蒲, 

林 擦細子,隴東 塡,鴻原 光,前川 佳久,山託 茂紀,脇 文彦 

 以琢以琢以琢以琢1重1重1重1重隣様質淋計金巸：隣様質淋計金巸：隣様質淋計金巸：隣様質淋計金巸：「】「】「】「】,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    

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

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 

0】日辻 真理子 会員,0重日隴東 塡 会員,11日鴻原 光 会員 

1重日福本 和也 会員,「」日水井 澄夫 会員,「】日宮園 隆貴 会員 

 

 

 

 

懇結婚ぇ念日昏 

1』日 林 菖蒲 会員 

卓卓卓卓    話話話話    

懇隰阪市長昏竹琢 真人 様 
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第第第第 1070107010701070回例会回例会回例会回例会    

懇日   時昏2017烝09鏤21日θ木χ 

懇会   場昏児鴫ッ屍旨次至識 3F婚烋安昨間恨 

懇寺竺市鹿痔昏細則変更決議 

公共使磁実施部門担当例会 

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                                                                

皆様腰視ュ実視式碕いう言葉燦御存載埼裁鮫う栽甑 

視ュ実視式施史ン旨昨略語埼腰投資燦行う際削腰本当削そ昨投資檮

象削十分作価値歳あ傘昨栽腰擦冴式旨屍朔鷺う作昨栽燦詳細削確認

際傘作業燦言い擦際甑企業作鷺燦買収際傘際削買収檮象昨価値や式

旨屍燦査定際傘作業燦意味裁擦際甑 

そ昨作業昨策碕肴削腰児仕使試ン斯ャ識質視ュ実視式施史ン旨歳あ

三擦際甑テ務諸表昨分析腰資金繰三昨実態腰含札損作鷺昨簿外ヅ債

昨把握等昨調査等燦行い擦際甑 

そ昨調査檮象法人昨顧問税理士碕裁崎腰菱日擦埼数始鏤削及珊埼児

仕使試ン斯ャ識質視ュ実視式施史ン旨昨檮応作業燦行い擦裁冴甑採

栽砦細擦埼腰企業売様朔無事終了裁腰事業燦承61裁崎いく祭碕歳埼

済擦裁冴甑 

祭昨会社朔腰将来燦見越裁腰創業当時昨事業燦大転換裁崎新裁い事

業削挑札腰そ昨転換歳焜燦奏裁崎奭調削業績燦伸柵裁崎済擦裁冴歳腰

後61者問巠埼頓挫裁腰企業売様昨道燦選索擦裁冴甑 

雑裁腰事業転換裁崎い作砕参柵腰超回昨企業売様朔成凡裁作栽榊冴

栽雑裁参擦せ珊甑 

11『烝昨歴史歳あ傘竺実タ式実埼際歳腰輪載祭碕燦繰三返際活動燦

裁崎い傘坂砕埼朔6162際傘祭碕朔不可能栽碕思い擦際甑 

本日朔腰隰阪山桜竺実タ式実屍鹿字歳腰祭参栽晒昨時代削楊裁冴事

業活動燦際傘冴薩削定款細則昨変更案燦琢程裁擦際甑 

そ裁崎腰竺実タ式実昨公共使磁実施燦高薩傘冴薩削腰地区広報質

ＩＴ部門委員会昨伊藤 委員長削採越裁い冴坂済腰卓話燦い冴坂済擦

際甑 

本日雑腰鷺う栽皿山裁く採願い裁擦際甑 

焙事報告焙事報告焙事報告焙事報告婚橋本 悟恨                                          

会理事会報告甑 

解第【回盲棡犬育成チャ式至伺指識児大会歳11鏤【日開催細参擦際甑 

志旨詞志旨詞志旨詞志旨詞                                                         

懇地区広報 ＩＴ部門委員長昏伊藤 隰梹 様 

誌誌誌誌思誌思思誌思思誌思思誌思ＢＯＸＢＯＸＢＯＸＢＯＸ                                                                            

伊藤 隰梹 様,坂本 昇,橋本 悟,岡井 凡,奥村 清隆,川口 好宏, 

椌濱 彰男,清水 濯昭,辻 真理子,西村 伸久,林 擦細子,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1【1【1【1【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：「8「8「8「8,000,000,000,000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    

    

    

    

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

細則変更決議細則変更決議細則変更決議細則変更決議    

懇司会昏坂本 昇 会長 

懇説明昏西村 伸久 定款質細則委員長 

公共イメージ部門担当例会公共イメージ部門担当例会公共イメージ部門担当例会公共イメージ部門担当例会    

懇禍行昏奥村 清隆 公共使磁実施部門責任者 

懇卓話昏伊藤 隰梹 地区広報質ＩＴ部門委員長 

○広報へ昨仔詩飼使旨○広報へ昨仔詩飼使旨○広報へ昨仔詩飼使旨○広報へ昨仔詩飼使旨    

1.屍鹿字例会削報道関係者燦卓話者碕裁崎招く甑 

 「.地区や屍鹿字埼次実痔時実施燦作成裁腰電子磁実識埼双方向昨

情報交換燦行う甑 

  ＲＩ昨支実ビ旨センタ実燦通裁崎 

広報昨資料燦手削入参傘甑 

 」.例え柵坤竺実タ式実碕朔腰001-JA墾腰 

坤司史字埼竺実タ式実燦推禍腰「】1-JA墾 坤竺実タ式実大要腰

『1】-JA墾作鷺甑 

 『.磁視伺仔削関連際傘竺実タ式仔ン全員昨視実タ持実旨燦持榊

崎採く甑 

 』.屍鹿字昨歴史腰成凡裁冴寺竺市鹿痔燦歯ン児鴫ッ詞削裁崎腰外

部栽晒昨卓話者腰ビ施タ実腰一般昨方削渡際甑 

【.屍鹿字や地区昨寺竺施史屍詞燦広報裁崎く参傘地元や地元出

身昨著隣人燦探裁崎採願い際傘甑 

 】.地域埼昨見本市や嗣キ旨ポ作鷺埼腰竺実タ式実昨寺竺市鹿痔燦

展示際傘場所燦確保際傘甑そ祭削歯ン児鴫ッ詞燦置く甑 

 8.烝一回朔地元昨新聞昨旨ポン支実削作三腰世界各地埼昨寺竺 

  市鹿 痔燦紹跳際傘甑 

 9.G即E,青少烝交換留学生腰竺実タ式実テ団奨学生昨寺竺市鹿痔削 

  肴い崎朔あ晒錆傘機会燦利用裁崎広報燦際傘甑 

○公○公○公○公共使磁実施碕認知度昨向琢共使磁実施碕認知度昨向琢共使磁実施碕認知度昨向琢共使磁実施碕認知度昨向琢    

長期θ戦略χ計画朔腰「00】烝栽晒旨タ実詞細参冴甑当初朔腰】肴昨

優菱奡目昨目標燦掲砦崎い冴甑 

「010烝栽晒朔腰新長期θ戦略χ計画埼朔以託昨」肴削絞晒参冴甑 

 会屍鹿字昨支ポ実詞碕強化 

 解人道的奉捗昨重珵化碕増盆 

 回公共使磁実施碕認知度昨向琢 

○○○○竺実タ式実屍鹿字碕朔作削栽碕問わ参冴晒？竺実タ式実屍鹿字碕朔作削栽碕問わ参冴晒？竺実タ式実屍鹿字碕朔作削栽碕問わ参冴晒？竺実タ式実屍鹿字碕朔作削栽碕問わ参冴晒？    

1.「0世紀初頭昨100余烝前削斎く普通昨実業家『人埼始擦三腰

現在「00始国削1「0万人昨会員燦擁際傘奉捗燦主碕裁冴任意

団体埼際甑 

 「. 竺実タ式実朔腰一肴昨人生哲学埼あ三腰そ参朔利己的作欲求

碕直人昨冴薩削奉捗裁冴い碕いう感情碕昨間削存在際傘矛盾

燦探求裁腰そ参燦和晒砦皿う碕研鑽際傘雑昨埼際甑 

」. 毎溫1回昨例会削集擦三情報昨交換や勉強会燦裁崎仲間碕昨

絆燦深薩擦際甑 

 『. 世界中削知三合い燦増や裁腰奉捗昨機会燦作傘琦削鷺祭昨例

会削い肴埼雑参盆埼済擦際甑 

』. 単削採金燦寄付際傘奉捗坂砕埼作く腰捗事燦通裁崎奉捗際傘

祭碕燦最大昨目的碕裁崎い擦際甑 

【. 米山奨学生会碕いう日本埼最大級昨規模燦持肴奨学金制度朔腰 

  海外栽晒昨奨学生燦支援際傘活動燦裁崎い擦際甑 

 】. 世界中昨仲間昨ネッ詞ワ実屍削皿榊崎腰地球琢栽晒ポ式士燦

撲滅際傘祭碕朔腰竺実タ式実最大昨奉捗事業埼際甑 
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