
    

    

第第第第 1080108010801080回例会回例会回例会回例会    

懇日   時昏2017烝12鏤07日θ木χ 

懇会   場昏児鴫ッ屍旨ホテ識 3F婚烋晧昨間恨 

懇寺竺市鹿痔昏ć．ź．ź．担当例会 

              諸宙採祝い 

懇出   席昏会員数38名 

       出席者29名 出席率76.32％ 

 

 

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

菱日朔腰出席委員会懇親会昨参盆細在崎頂済ま裁崎あ三歳碕う斎菜

いま裁冴甑 

超烝雑残際碕祭山後わ剤栽碕作三ま裁冴甑 

】鏤削橋本幹宙碕共削緊張作面持阪埼旨タ実ト裁ま裁冴歳腰鷺う削

栽1「鏤ま埼冴鷺三着采祭碕歳埼済ま裁冴甑 

気歳肴砕柵折三返裁地珵削近咲済肴肴あ三ま際甑 

当初昨会長活動方針碕裁崎腰『肴昨目標燦計画裁ま裁冴甑 

 

ǖχǖχǖχǖχ会長賞削挑戦裁ま際甑会長賞削挑戦裁ま際甑会長賞削挑戦裁ま際甑会長賞削挑戦裁ま際甑    

ǘχǘχǘχǘχ会員燦会員燦会員燦会員燦「「「「名増員埼退会者燦出細剤削最終埼名増員埼退会者燦出細剤削最終埼名増員埼退会者燦出細剤削最終埼名増員埼退会者燦出細剤削最終埼腰腰腰腰『0『0『0『0名燦目指裁名燦目指裁名燦目指裁名燦目指裁    

ま際甑ま際甑ま際甑ま際甑    

ǚχǚχǚχǚχ地域腰日本腰海外埼必要碕細参屍鹿字埼署成可能作奉捗活動地域腰日本腰海外埼必要碕細参屍鹿字埼署成可能作奉捗活動地域腰日本腰海外埼必要碕細参屍鹿字埼署成可能作奉捗活動地域腰日本腰海外埼必要碕細参屍鹿字埼署成可能作奉捗活動    

燦æ掘裁肴肴腰燦æ掘裁肴肴腰燦æ掘裁肴肴腰燦æ掘裁肴肴腰「』「』「』「』周烝削ふ細わ裁い奉捗活動歳埼済傘託地燦周烝削ふ細わ裁い奉捗活動歳埼済傘託地燦周烝削ふ細わ裁い奉捗活動歳埼済傘託地燦周烝削ふ細わ裁い奉捗活動歳埼済傘託地燦    

作傘甑作傘甑作傘甑作傘甑    

ǜχǜχǜχǜχ財団匙昨寄付財団匙昨寄付財団匙昨寄付財団匙昨寄付    竺実タ式実財団補妹金燦活用裁充実裁冴奉捗活竺実タ式実財団補妹金燦活用裁充実裁冴奉捗活竺実タ式実財団補妹金燦活用裁充実裁冴奉捗活竺実タ式実財団補妹金燦活用裁充実裁冴奉捗活

燦実践際傘琦腰財団匙積極的削寄付燦際傘甑燦実践際傘琦腰財団匙積極的削寄付燦際傘甑燦実践際傘琦腰財団匙積極的削寄付燦際傘甑燦実践際傘琦腰財団匙積極的削寄付燦際傘甑    

 

ǖχ坤会長賞削挑戦裁ま際甑墾埼際歳腰竺実タ式実戦略計画昨ǚ肴昨

優菱項目埼あ傘屍鹿字昨サポ実ト碕強化腰人暑的奉捗昨裴珵化碕増

盆腰竺実タ式実公共イ磁実施碕認知度昨向琢昨各便褫削採い崎罪参

財参ǜ肴以琢昨項目宙項燦署成際傘必要歳あ三ま際甑 

罪昨中埼腰会員数昨純増腰烝次基金匙昨烋均寄付巸昨増巸歳鍵碕作

榊崎済ま際甑 

ǘχ会員増強埼際歳腰本宙業烝度早々削腰濯褫会員歳退会細参ま裁

冴歳腰本日腰東滿会員歳入会細参ま際昨埼現状維持昨状態埼際甑 

地区碕裁ま裁崎朔腰」％昨増員燦目標碕裁崎いま際甑 

」8名×」％朔1.1『人埼際昨埼腰あ碕1名埼皿い昨埼際歳腰当初昨目

標昨碕採三純増「名増盆燦実現裁冴い碕思いま際昨埼腰会員昨皆様

削採済ま裁崎朔腰斎協力昨程皿山裁采採願い裁ま際甑 

ǚχ奉捗活動昨託地作三埼際歳腰現在腰越山次烝度会長候補歳次烝

度削向砕崎腰地区補妹金昨申請手62済燦作成中埼際甑 

少裁咲肴動済始薩冴碕祭山埼際甑 

ǜχĺ財団昨寄付埼際歳腰積極的作寄付削皿三地区補妹金歳大済采

返榊崎済崎腰充実裁冴奉捗寺竺市鹿痔歳組薩ま際甑 

 

本日朔腰ĺ財団昨寄付燦ĺ財団委員会歳受付裁崎いま際甑 

例会終了時埼雑結構埼際昨埼鷺う栽斎協力燦採願い裁ま際甑 

会員昨皆様昨斎協力削皿三超宙業烝度昨目標燦署成裁腰魅力的作屍

鹿字削作傘皿う削皆様碕共削活動裁崎い済冴い碕思いま際昨埼腰残

三昨期間雑絶大作支援燦採願い裁ま際甑 

 

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

会例会後 理宙会甑 

解隰阪質東紀渝市識実寺ＩＭ報告書 ɔ録者昨żＯＸ甑 

新入会員入会式新入会員入会式新入会員入会式新入会員入会式                  

懇東滿東滿東滿東滿    直輝直輝直輝直輝 氏昏 

職業便類お電気通信Ｂ 

紹 跳 者お福本 和也 会員Ｂ 

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

坂本 昇,橋本 悟,植隰 悦子,岡井 凡,小濱 彰男,越山 明, 

清水 濯昭,鈴木 康,立岡 44之,西谷 満,隴東 正,鴻原 肘, 

前滿 佳久,村田 耕一,山託 茂紀,脇 文彦 

         以琢以琢以琢以琢1【1【1【1【名名名名様質合計金巸：様質合計金巸：様質合計金巸：様質合計金巸：「】,000「】,000「】,000「】,000付埼裁冴付埼裁冴付埼裁冴付埼裁冴甑甑甑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    

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日脇 文彦 会員 

「】日坂本 昇 会員 

懇配偶者誕生日昏 

1「日林 哲郎 様腰    1「日鴻原 敬子 様 

懇結婚記念日昏 

01日田中 和弘 会員腰  18日橋本 悟 会員 

SSSS．．．．AAAA．．．．AAAA．担当例会．担当例会．担当例会．担当例会ﾚ清水SAA 委員長ﾛ 

本日朔腰ćźź担当例会埼際甑副委員長昨奥村会員碕忠人昨磁ンバ

実埼構成細参崎い傘委員会埼際甑 

ćźź碕朔腰燦説明裁ま際甑身削付い冴45昨学珊坂中栽晒埼朔作

采腰資料削基咲い崎昨中栽晒埼際昨埼斎了承采坂細い質質質又腰掘

三託砦崎考え参柵沢山昨課巠雑あ傘昨埼裁鮫う歳腰見崎昨通三腰掘

三託砦崎考え傘ほ鷺立派作器埼朔あ三ま在珊甑 

ćźź碕朔腰一口削会場監督埼際甑 

具体的削朔腰例会燦朔載薩腰際冊崎昨会場歳 

梱国薇大会質地区協議会質地区研修作鷺混 

楽裁采腰秩序正裁采運営細参傘皿う腰 

常削心燦配三腰気品碕風紀燦晤三腰 

会場歳罪昨使命燦æ揮埼済傘皿う削設営腰監督際傘責任燦鐚際傘甑 

又腰屍鹿字昨会長腰幹宙碕並珊埼役員碕裁崎昨地位燦諾え晒参腰極

薩崎裴要作存在埼あ傘甑梱埼際歳腰理宙会磁ンバ実埼あ榊崎雑腰無

采崎雑良い混 

45昨本烝度基本方針朔梱聞い冴祭碕歳あ傘単語柵栽三埼際歳混 

屍鹿字来訪者腰来賓者削愛細参傘R（碕裁崎成長際傘皿う削昧薩傘甑 

梱皆細珊経験歳あ傘碕思いま際歳腰ビ施タ実碕裁崎直屍鹿字削行榊

冴時腰祭祭山皿采裁崎い冴坂采碕気持阪朔いい埼際搾質質質混 

活動計画朔 

会例会等昨会合削支藴昨作い皿う昧薩傘甑 

解志旨ト腰ビ施タ実昨案不朔腰適勉削行う甑 

回担当例会昨委員長削大筋昨流参燦伺う甑 

祭昨祭碕削関裁崎45自身腰昧力濁足埼改薩崎反省裁崎採三ま際歳腰

山桜ĺŔ朔気品碕風紀燦裴珊載傘会員柵栽三埼晧心裁崎採三ま際甑

祭参栽晒雑気品碕風紀燦裴珊載崎い冴坂済腰越山次期会長削引済61

災冴い碕思いま際甑 
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第第第第 1081108110811081回例会回例会回例会回例会    

懇日   時昏2017烝12鏤14日θ木χ 

懇会   場昏児鴫ッ屍旨ホテ識 3F婚烋安昨間恨 

懇寺竺市鹿ム昏烝逗総会 

懇出   席昏会員数38隣 

       出席者29隣 出席率76.32％ 

 

 

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

菱溫朔沢山昨会員昨皆様削腰烝逗寄付燦裁崎い冴坂済誠削あ三歳碕

う斎菜い擦裁冴甑少裁腰Ｒテ団へ昨寄付削肴い崎斎説明細せ崎い冴

坂済擦際甑 

竺実タ式実テ団昨寄付朔大済采分砕崎」種類あ三擦際甑 

ǖ．烝逗基金寄付ǖ．烝逗基金寄付ǖ．烝逗基金寄付ǖ．烝逗基金寄付    ǘ．恒久基金寄付ǘ．恒久基金寄付ǘ．恒久基金寄付ǘ．恒久基金寄付    ǚ．使徒指定寄付ǚ．使徒指定寄付ǚ．使徒指定寄付ǚ．使徒指定寄付    

皆様歳裁崎い冴坂い冴寄付朔腰烝逗基金寄付削該当裁擦際甑 

烝逗基金寄付碕朔腰坤烝逗墾碕いう碕採三毎烝続砕傘碕いう祭碕埼腰

テ団寺竺市鹿ム燦存続細せ傘冴薩昨燃料昨役割燦果冴裁崎い擦際甑

烝逗基金寄付朔」烝後昨寺竺市鹿ム削使わ参擦際甑烝逗基金寄付燦

推禍際傘世界的爾実師テ伺ン市計画碕裁崎腰EvごＷと Ro下ぐＷじぐn 

EvごＷと YごぐＷθ毎烝あ作冴雑100詩識燦χ碕裁崎腰一人一人歳腰毎烝腰

寄付裁崎ほ裁い碕いう計画歳採択細参崎い擦際甑祭昨計画削賛輪裁

崎腰当屍鹿字雑以前栽晒烝逗基金寄付燦会員昨皆様削斎協力い冴坂

い崎採三擦際甑Ｒテ団朔腰寄付裁崎い冴坂い冴会員昨皆様削感謝昨

意燦証裁崎認証燦行い擦際甑寄付者碕裁崎際犀わ栽傘皿う削着用埼

済傘侍ン作鷺燦寄付者削送三擦際甑主作雑昨碕裁崎腰治実識質雌式

旨質児ェ竺実腰爾識チ寺識質治実識質雌式旨質児ェ竺実歳挙砦晒参

擦際甑治実識質雌式旨質児ェ竺実碕朔腰Ｒテ団昨烝逗基金腰治式オ

寺鹿旨基金腰đＦ腰テ団補助金昨提唱者側ヅ担分碕裁崎1,000詩識

以琢燦寄付裁冴人埼際甑爾識チ寺識質治実識質雌式旨質児ェ竺実碕

朔腰1,000詩識以琢寄付裁冴人歳腰そ昨後1,000詩識以琢寄付裁冴

斎碕削爾識チ寺識質治実識質雌式旨質児ェ竺実削認証細参擦際甑 

冒頭埼腰烝逗基金寄付朔腰テ団寺竺市鹿ム燦存続細せ傘冴薩昨燃料

昨役割燦果冴裁崎い擦際碕説明細せ崎い冴坂済擦裁冴甑テ団寺竺市

鹿ム削肴い崎説明細せ崎い冴坂済擦際甑Ｒテ団昨使命朔腰竺実タ式

仔ン歳腰人々昨健康状態燦改善裁腰教育へ昨支援燦高薩腰貧困燦救

済際傘祭碕燦通載崎腰世界理解腰親善腰烋和燦達成埼済傘皿う削際

傘祭碕埼際甑非営利組織埼あ傘Ｒテ団朔腰竺実タ式仔ン燦朔載薩腰

皿三良い世界燦築祭う碕いう似施ョン燦共鐚際傘テ団支援者昨方々

栽晒昨自発的作寄付昨札削皿榊崎支え晒参崎い擦際甑Ｒテ団朔腰地

区補助金碕市竺実飼識補助金昨「種類昨補助金燦提供裁腰世界埼良

い祭碕燦裁皿う際傘竺実タ式仔ン燦応援裁崎採三擦際甑そ昨一肴昨

補助金埼あ三擦際地区補助金削肴い崎斎説明細せ崎い冴坂済擦際甑 

地区補助金朔腰竺実タ式仔ン歳腰地元や海外埼テ団昨使命削沿榊冴

短期昨活動や寺竺施ェ屍詞燦実施際傘冴薩削活用埼済傘補助金埼際甑 

祭昨補助金燦活用裁崎寺竺施ェ屍詞燦実施際傘冴薩削朔地区削資金

燦申請際傘必要歳あ三擦際甑「【」0地区昨地区補助金支給規程削肴い

崎腰少裁斎説明細せ崎い冴坂済擦際甑屍鹿字へ昨地区補助金昨支給

朔腰」烝前昨烝逗基金昨寄付額削応載崎腰支給額碕支給限度額燦決

定裁擦際甑例え柵屍鹿字拠出金燦1,000詩識裁冴場合補助金朔鷺参

坂砕申請埼済傘栽？ 

」烝前昨烝逗基金昨一人当冴三昨烋均寄付額θEREYχ歳 

会100詩識未満昨場合 

 1,000詩識×0.8=800詩識   

解100詩識以琢1』0詩識未満昨場合 

 1,000詩識×1.『=1,『00詩識 

回1』0詩識以琢「00詩識未満昨場合 

 1,000詩識×1.】×1.』=「,』』0詩識 

塊「00詩識以琢昨場合 

 1,000詩識×「.「×「.0=『,『00詩識 

今回腰松阪山桜R（歳地区補助金燦申請裁冴碕裁擦際碕腰」烝前昨EREY

朔1『0.「0詩識削作三擦際昨埼 

解100詩識以琢1』0詩識未満昨場合昨該当裁 

 1,000詩識×1.『=1,『00詩識碕作三擦際甑 

擦冴今回腰会員昨皆様削協力裁崎い冴坂い冴寄付昨EREY朔約1】0

詩識削作三擦際昨埼」烝後昨地区補助金朔 

回1』0詩識以琢「00詩識未満昨場合削該当裁 

1,000詩識×1.】×1.』=「,』』0詩識碕作三擦際甑 

1人昨1万詩識昨寄付皿三腰100人昨100詩識昨寄付昨方歳持続可能

性雑あ三擦際裁腰擦冴腰連帯感雑高擦傘碕思い擦際甑 

世界埼良い祭碕燦際傘冴薩削朔腰皆様昨寄付歳靭栽せ作い昨碕輪時

削腰毎烝良い祭碕燦際傘冴薩削朔皆様栽晒奉仕寺竺施ェ屍詞昨提案

雑靭栽せ擦せ珊昨埼是非鷺裁鷺裁碕屍鹿字削奉仕寺竺施ェ屍詞昨提

案雑採願い裁擦際甑以琢埼会長昨挨拶燦終わ三擦際甑 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告婚橋本 悟恨                

会理事会報告甑 

解津南ＲŔ皿三「01【-「01】烝逗報告書歳届済擦裁冴甑 

ニニニニコニココニココニココニコżＯńżＯńżＯńżＯń                                                                     

坂本 昇,橋本 悟,井口 篤,太田 正隆,岡井 功,奥村 清隆, 

川口 好宏,小濱 彰男,越山 明,清水 濯昭,鈴木 康,立岡 秀之, 

西村 伸久,丹羽 崇,林 菖蒲,鴻原 肘,前川 佳久,宮園 隆貴,山託 

茂紀 

         以琢以琢以琢以琢19191919隣隣隣隣様質合計金額：様質合計金額：様質合計金額：様質合計金額：」【」【」【」【,000,000,000,000円埼裁冴円埼裁冴円埼裁冴円埼裁冴甑甑甑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                                                                                    

年次総会年次総会年次総会年次総会    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

※2018-2019年度の理事役員・理事が承認されました。 
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第第第第 1082108210821082回例会回例会回例会回例会    

懇日   時昏2017年12鏤23日θ土χ 

懇会   場昏児鴫ッ屍ス次テ識 3F婚鳳凰昨間恨 

懇寺竺市鹿痔昏屍式スマス家族例会 

懇出   席昏会員数38名 

       出席率100％ 

 

 

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

皆様祭珊柵珊朔～ 

少裁早い昨埼際歳腰磁式実屍式スマス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員昨皆様腰斎家族腰斎友人昨皆様皿う祭そ採越裁く坂細い擦裁冴甑 

本当削あ三歳碕う斎菜い擦際甑 

 

本日朔待望埼あ三擦際腰隰阪山桜竺実タ式実屍鹿字恒例 

 

 

 

45冴阪腰竺実タ式仔ン歳竺実タ式実活動燦埼済傘昨朔腰家族昨理解

碕支援歳あっ崎初薩崎活動埼済傘雑昨埼あ傘碕思い擦際甑 

改薩崎腰斎家族昨皆様削感謝申裁琢砦擦際甑 

 

本日腰会長挨拶燦考え傘冴薩削屍式スマス燦検索裁崎い冴碕祭山腰 

屍式スマスス侍式ット碕いう言葉削出会い擦裁冴甑 

 

屍式スマスス侍式ット際作わ阪屍式スマス精神朔 

直人匙昨奉捗腰様々作滋鹿ンテ伺仔活動腰自分削与え晒参冴際冊崎

削感謝裁崎腰そ参燦分栽阪合う事作鷺昨紹跳歳細参崎採三擦際甑 

 

屍式スマスス侍式ット碕竺実タ式実ス侍式ット朔皿く似崎い傘皿う

作気歳裁擦際甑 

 

竺実タ式実碕朔親睦腰奉捗歳示ット実埼際甑 

超日朔擦細裁く親睦昨日埼斎菜い擦際甑 

 

本日朔親睦委員会昨大川委員長腰山託副委員長朔載薩委員昨方々歳

色々工彿燦凝晒裁崎採三擦際甑 

 

皆様腰本日限晒参冴時間埼朔斎菜い擦際歳思う存分採楽裁札い冴坂

済腰会員昨皆様腰斎家族腰斎友人昨皆様昨友好燦深薩崎い冴坂砕参

柵焜い埼際甑 

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

①新年例会 1鏤11日θ木χ 点鐘19：00 場所：擦傘皿裁甑 

ニニニニコニココニココニココニコＢＯＸＢＯＸＢＯＸＢＯＸ                                                                     

坂本 昇,橋本 悟,植隰 悦子,徂田 正隆,大川 和彿, 

岡井 功,奥村 清隆,川口 好宏,北出 誠,小濱 彰男, 

越山 明,佐藤 光宏,清水 濯昭,鈴木 正之,鈴木 康, 

立岡 44之,田中 和弘,西谷 満,丹羽 崇,林 菖蒲, 

林 擦細子,隴東 正,前川 佳久,宮園 隆貴,山託 茂紀 

脇 文彦 
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寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔                                                                                    

クリスマスパーティークリスマスパーティークリスマスパーティークリスマスパーティー    
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