
    

    

第第第第 1095109510951095回例会回例会回例会回例会    

懇日   時昏2018烝4鏤5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23周烝隰阪竺実タ式実屍鹿字創立記念例会 

              諸事採祝い 

懇出   席昏会員数38名 

       出席会員 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                                                                

皆細珊祭珊柵珊朔！本日朔腰創立記念例会埼際甑 

「」烝間共削歩珊埼済擦裁冴会員昨方々腰屍鹿字燦維持裁崎本日擦埼

山桜竺実タ式実屍鹿字燦存続細在崎い冴坂済腰あ三歳碕う斎菜い擦

裁冴甑企業雑腰屍鹿字雑最初朔ひ皿榊子埼際歳腰烝鏤碕経験燦積札

裴搾傘祭碕削皿三歴史碕伝統歳芽生え崎済擦際甑気歳肴け柵腰早「」

烝歳経過裁擦裁冴甑色々作歴史雑生擦参擦裁冴甑擦冴腰「」烝続け晒

参冴祭碕削皿三腰山桜竺実タ式実屍鹿字作三昨特徴雑出崎擦い三擦

裁冴甑 

本日朔採酒燦交え崎腰今擦埼昨会長削当時昨体験談作鷺燦交え崎山

桜竺実タ式実屍鹿字昨エ侍ソ実詩作鷺燦採や裁裁崎い冴坂け参柵焜

い埼際甑時間削限三朔あ三擦際歳腰今日朔肩肘張晒剤削楽裁珊埼い

冴坂け参柵碕思い擦際甑 

本日腰冴擦冴擦来社細参冴顧問菱昨方碕採や燦裁崎い冴碕祭山腰直

地域昨竺実タ式実屍鹿字昨採や削作三擦際歳腰入会昨採誘い燦溜け

冴や燦細参擦裁冴甑本烝度昨会長碕次烝度昨会長歳来社細参勧誘昨

採や燦細参腰例会昨見学燦促細参冴そう埼際甑今回埼腰濯回目昨採

誘い碕いう祭碕雑あ三腰例会燦見学際傘祭碕削作榊冴そう埼際甑 

例会昨感想燦採聞済裁冴碕祭山腰1時間埼食事碕例会昨寺竺市鹿ム

燦消尤際傘事削戸惑榊冴甑食事歳中心作晒腰そ昨テ実字識埼昨会や

燦楽裁殺べ済埼あ傘歳腰食事燦裁作歳晒例会昨寺竺市鹿ム燦禍行裁

崎いく冴薩腰会長腰焙事作鷺昨採や削雑耳燦傾け作く崎朔作晒作い

昨埼腰不器用作45削碕榊崎朔例会昨寺竺市鹿ム削耳燦傾け作歳晒食

事燦裁崎いく祭碕削朔抵抗歳あ傘甑断傘方法燦教え崎く坂細い甑碕

昨事埼裁冴甑会員増強朔腰鷺昨屍鹿字埼雑喫緊昨課巠埼あ三腰当竺

実タ式実屍鹿字削採い崎雑精力的削流三組殺べ済課巠埼あ三擦際歳腰

そ参朔置い崎採い崎腰45朔ア詩飼イ旨裁擦裁冴甑竺実タ式実燦理解

際傘削朔腰大変作時間歳栽栽三擦際甑擦冴腰色々作業種昨方々歳入

会細参崎い擦際昨埼腰個性昨塊昨集団埼際甑自便昨常識昨範囲坂け

埼判断際傘碕思考回路歳制御不能削陥三擦際甑竺実タ式実碕朔腰親

睦碕奉捗腰そ裁崎寛容作心歳作け参柵長く続済擦在珊甑無理裁崎入

会際傘皿三腰自便栽晒竺実タ式実昨扉燦冴冴く気便削作榊冴時削入

会裁崎く坂細い甑碕応え擦裁冴甑会長碕裁崎朔失格栽雑裁参擦在珊

歳腰会員碕裁崎昨気概碕いう雑昨朔裴要作昨埼朔作い埼裁鮫う栽甑 

擦冴腰や朔変わ三擦際歳腰菱日腰や昨中埼坤45竺実タ式実屍鹿字削

入会裁崎い傘珊埼際皿墾碕や燦裁冴碕祭山腰坤ああ腰老人屍鹿字搾墾

碕返細参崎裁擦い擦裁冴甑竺実タ式実朔あ擦三ŕＲ裁作い碕祭山歳

美学栽碕思い擦裁冴歳腰あ擦三雑ŕＲ裁作い昨雑問巠栽碕思い擦裁

冴甑 

以琢埼会長挨拶燦終わ三擦際甑 

 

 

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

会『鏤度昨理事会朔腰次溫1「日削変更致裁擦際甑 

解「018烝『鏤竺実タ式実鴫実詞Ź1㌦＝10『付埼際甑 

回『鏤1『日θ土χ地区研修質協議会 

塊地区大会記録誌燦腰登録者昨札配布致裁擦裁冴甑 

壊ガ飼試実事務所皿三「01重-「0烝度夏期派遣学生募集案不歳届済擦

裁冴甑 

※オ実旨詞鹿式ア質誌ュ実施実鹿ン詩質戻米質汐実竺ッ歯埼際甑 

対象者朔中学」烝生～高校「烝生重鏤1『日締勉埼際甑 

誌誌誌誌コ誌ココ誌ココ誌ココ誌コＢŢＸＢŢＸＢŢＸＢŢＸ                                                                     

坂本 昇,橋本 悟,井口 篤,植隰 悦子,徂田 正隆,岡井 凡, 

奥村 清隆,戻出 誠,小濱 彰男,越山 明,佐藤 肘宏,清水 濯昭, 

鈴木 康,田中 和弘,西谷 満,林 菖蒲,隴東 正,東川 直輝,鴻原 肘,

福本 和也,前川 佳久,脇 文彦 

         以琢以琢以琢以琢「「「「「「「「名名名名様質淋計金巸Ź様質淋計金巸Ź様質淋計金巸Ź様質淋計金巸Ź」8」8」8」8,000,000,000,000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                                                                                    

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 

1【日 山託 茂紀 会員 「【日 鈴木 康 会員 

「】日 越山 明 会員 

 

 

 

 

 

懇配偶者誕生日昏 

ゅ当者作裁 

懇結婚記念日昏 

1「日 村田 燐優 会員 」0日 立岡 44之 会員 

 

23232323 周年松阪山桜ロー』へークふブ創立記念例会周年松阪山桜ロー』へークふブ創立記念例会周年松阪山桜ロー』へークふブ創立記念例会周年松阪山桜ロー』へークふブ創立記念例会    

婚乾杯昨挨拶恨「00【-「00】烝度 会長 西谷 満 会員    

 婚司   会恨「01】-「018烝度 焙事 橋本 悟 会員 

 婚禍   行恨「01】-「018烝度 会長 坂本 昇 会員 

 

※屍鹿字歴代会長削皿傘烝度エ侍ソ実詩披露甑 

 

懇初代昏盆藤 康之                    懇1「代昏西谷 満 

懇ǘ代昏燐田 紘                      懇1」代昏宮園 丸誌 

懇ǚ代昏濯褫 榮治郎                  懇1『代昏奥村 清隆 

懇ǜ代昏徂田 正隆                    懇1』代昏鈴木 正之 

懇Ą代昏西村 伸久                懇1【代昏岡井 凡 

懇Ľ代昏中村 裕一                    懇1】代昏巸賀 崇 

懇Ś代昏丸橋 宗蔵                    懇18代昏鈴木 康 

懇Ş代昏水井 澄彿                    懇1重代昏植隰 悦子 

懇Ť代昏琢田 昌司                    懇「0代昏立岡 44之 

懇10代昏水谷 朝彿                    懇「1代昏林 菖蒲 

懇11代昏佐藤 肘宏                    懇「「代昏清水 濯昭 
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第第第第 1096109610961096回例会回例会回例会回例会    

懇日   時昏2018烝4鏤12日θ木χ 

懇会   場昏児鴫ッ屍旨ホテ識 3F婚烋安昨間恨 

懇寺竺市鹿痔昏支援寺竺施史屍ト部門担当例会 

懇出   席昏会員数38名 

       出席者28名 出席率78.68％ 

 

 

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

本日朔腰勉強濁足作歳晒（LP削肴い崎少裁触参冴い碕思い擦際甑 

ｗ（lつ継 Lごaこご三上しじた Planｘ燦略裁崎頭文數燦碕榊崎（LP碕呼柵参崎

採三擦際甑 

皆様昨採手元削腰竺実祉式実章典削掲載細参崎い擦際屍鹿字質式実

私実斯ッ寺質寺鹿ン昨ぇ事燦掲載昨通三用意細せ崎い冴坂済擦裁冴甑 

屍鹿字質式実私実斯ッ寺質寺鹿ン朔200『烝11鏤削地区質式実私実

斯ッ寺質寺鹿ンθ）LPχ昨延長計画碕裁崎腰RI理事会埼決定細参擦

裁冴甑当屍鹿字削採い崎雑腰昨烝腰定款細則燦変更際傘祭碕削皿三

委員会燦（LP削あわせ冴』委員会削絞三込札（LP昨棡入燦試札擦裁

冴甑今事業烝度昨屍鹿字昨委員会構成朔（LP削基咲い崎作成細せ崎

い冴坂い崎採三擦際甑（LP朔腰手段埼あ三目的埼朔あ三擦せ珊甑手

62済昨標準尤際傘冴薩昨管理的枠組札燦屍鹿字削提供際傘雑昨埼際甑 

竺実祉式実章典削掲載細参崎い擦際最初昨『項目燦達成際傘祭碕削

皿三屍鹿字歳強尤細参腰そ昨方法碕裁崎次昨9項目歳提唱細参崎採

三擦際甑 

懇竺実祉式実章典昏 

2.020．屍鹿字質式実私実斯ッ寺質寺鹿ン（lつ継 Lごaこご三上しじた Plan 

屍鹿字質式実私実斯ッ寺質寺鹿ン昨目的朔腰効果的作屍鹿字昨管理

昨枠組札燦提供際傘祭碕削皿三腰竺実祉式実屍鹿字昨強尤θ充実尤χ

燦図傘祭碕埼あ傘甑地区式実私実斯ッ寺寺鹿ン削提示細参崎い傘皿

う削腰屍鹿字昨式実私実朔腰地区式実私実碕相談裁作歳晒屍鹿字質

式実私実斯ッ寺質寺鹿ン燦棡入際冊済埼あ傘甑屍鹿字質式実私実斯

ッ寺質寺鹿ン朔腰毎烝見直裁歳行わ参傘冊済埼あ傘甑以託朔腰効果

的作屍鹿字昨要素埼あ傘甑 

a)会員基盤燦維持腰採皿びθ擦冴朔χ拡大際傘甑 

継χ地元碕直国昨地域社会昨誌実枝削流三組殺充実裁冴寺竺施史屍ト

燦実施際傘甑 

続χ寄付及び寺竺市鹿痔匙昨参盆燦通載崎竺実祉式実財団燦支援際傘甑 

こχ屍鹿字昨枠燦超え崎竺実祉式実埼奉捗埼済傘式実私実燦育成際傘甑 

屍鹿字質式実私実斯ッ寺質寺鹿ン燦実施際傘冴薩削腰現腰次期腰元

屍鹿字式実私実朔以託燦行う冊済埼あ傘甑 

a)効果的作屍鹿字昨要素削流三組殺長期的作計画燦立案際傘甑 

継)烝次目標燦設定裁腰竺実祉式実屍鹿字質止ント鹿識削入力際傘甑  

続)会員燦計画過程削参盆細せ腰竺実祉式実昨活動削関際傘情報燦伝

え傘冴薩昨屍鹿字協議会燦実施際傘甑 

こ)屍鹿字会長腰理事会腰委員会委員長腰屍鹿字会員腰地区ガバ試実腰

ガバ試実補佐採皿び地区委員会昨間削明確作思璽ュ誌師実斯ョン歳

確実削図晒参傘皿う削際傘甑 

※）LP碕（LP朔思ン止ント碕ソ師ット昨関係碕言わ参崎い傘方歳い

擦際甑地区碕屍鹿字歳密接削連携裁崎い傘祭碕埼竺実祉式実昨方向

性歳ぶ参作い碕思わ参擦際甑今事業烝度腰地区昨委員燦頻繁削講師

削採招済裁擦裁冴甑採栽砦細擦埼腰少裁朔竺実祉式実昨知識歳身削

肴済擦裁冴甑 

ご)将来昨式実私実育成燦図傘冴薩昨引61災計画昨概念燦含薩腰式実

私実斯ッ寺昨6162性燦確保際傘甑 

さ)屍鹿字委員会構成碕屍鹿字式実私実昨役割碕ノ務燦反映細せ傘冊

采腰細則削修正燦盆え傘甑 

ざ)屍鹿字会員間昨親睦燦細晒削深薩傘皿う作機会燦提供際傘甑 

屍鹿字昨親睦燦充実際傘祭碕削皿三腰会員歳竺実祉式実削参盆裁崎

い傘実感燦持阪や際い甑 

し)会員全員歳屍鹿字昨寺竺施史屍トや業務削活æ削関諾際傘皿う削

際傘甑 

じ)以託燦確実削際傘冴薩昨包括的作研修計画燦立案裁腰実施際傘甑 

 1．屍鹿字昨式実私実歳腰適宜腰地区研修会削出席際傘甑 

 2．新会員昨為削一ネ裁冴O三じごn下a下じon燦定期的削実施際傘甑 

 3．現会員昨為昨6162的教育昨機会燦提供際傘甑 

 『．全会員歳指棡力育成P三oざ三am燦溜砕傘事歳出来傘様う削際傘甑 

研修削皿榊崎竺実祉式実昨情報削精通裁腰充実裁冴竺実祉式実昨奉

捗活動歳埼済傘甑私昨任期朔あ碕3栽鏤燦切三擦裁冴歳腰竺実祉式

実昨事業朔そ昨後雑62済擦際甑10烝後昨山桜竺実祉式実朔斂62埼済

崎い傘栽想像裁腰斂62際傘冴薩削雑（LP燦徐々削実践裁屍鹿字燦強

尤裁崎い榊崎い冴坂采祭碕燦次烝度昨越山嗣鴫屍ト削う裁擦際甑 

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

会例会後腰理事会埼際甑 

解地区研修協議会『鏤1『日。土)埼際甑ɔ録者朔採願い裁擦際甑 

回託呂竺実祉式実屍鹿字皿三例会日変更昨採知晒せ埼際甑 

※2018烝】鏤皿三懇鏤曜 → 火曜昏変更削作三擦裁冴甑 

志旨ト志旨ト志旨ト志旨ト                      

○国際竺実祉式実第2【30地区資金推進椌委員会委員長 

  烋井 義之 様θ松阪竺実祉式実屍鹿字 所属χ 

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

烋井 義之 様貫坂本 昇貫橋本 悟貫井口 篤貫植松 悦子貫太田 正隆 

岡井 凡貫川口 好宏貫戻出 誠貫椌濱 彰男貫越山 明貫清水 濯昭貫 

田中 和弘貫西村 伸久貫鴻原 光貫福本 和也貫村田 耕一貫山託 茂紀 

脇 文彦 

         以琢以琢以琢以琢11119999名名名名様質合計金額：様質合計金額：様質合計金額：様質合計金額：19191919貫000貫000貫000貫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    

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

支援こロジェクト部門担当例会支援こロジェクト部門担当例会支援こロジェクト部門担当例会支援こロジェクト部門担当例会        

ﾜﾜﾜﾜ支援こロジェクト部門支援こロジェクト部門支援こロジェクト部門支援こロジェクト部門れれれれ植松植松植松植松    悦子悦子悦子悦子    部門責任者部門責任者部門責任者部門責任者ﾝﾝﾝﾝ    

 ★ 卓卓卓卓    話話話話        ★★★★    

平井平井平井平井    義之義之義之義之    様様様様    鰺松阪ロろ』へろクふけ鰺松阪ロろ』へろクふけ鰺松阪ロろ』へろクふけ鰺松阪ロろ』へろクふけ    所属鯲所属鯲所属鯲所属鯲    
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2018201820182018----19191919 年度年度年度年度地区研修・協議会地区研修・協議会地区研修・協議会地区研修・協議会    特別号特別号特別号特別号    

懇日   時昏2018年4月14日θ土χ 

懇会   場昏長良川国際会議場・岐阜都ホテル 
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第第第第 1097109710971097回例会回例会回例会回例会    

懇日   時昏2018烝4鏤19日θ木χ 

懇会   場昏児鴫ッ屍旨ホテ識 3F婚烋安昨間恨 

懇寺竺市鹿痔昏奉仕寺竺施ェ屍詞部門担当例会 

懇出   席昏会員数38隣 

       出席者30隣 出席率78.95％ 

 

 

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

皆細珊祭珊柵珊朔！ 

最近腰坤春¦暁燦覚え剤墾昨児鴫実枝歳頻繁削口燦突い崎出崎裁擦い

擦際甑寝起済歳悪采腰夜雑早采栽晒寝崎裁擦い睡¦時間朔十分碕参

崎い傘朔剤埼際歳腰擦坂擦坂¦い状態歳62い崎採三擦際甑 

先日腰ＤＯź碕いうイベン詞削行榊崎擦い三擦裁冴甑 

誰雑知晒作い碕思い擦際歳腰詩ア 士字 ア詩ベン糸而実昨略埼腰歯

式私始実識鹿式実削朔出傘祭碕朔埼済擦在珊歳腰少裁埼雑雰囲気燦

味わい冴い往烝昨鹿イ私実歳集擦三鹿式実斎榊祭燦際傘碕いう雑昨

埼腰今回朔千葉県昨マザ実牧場埼開催細参擦裁冴甑 

あい削采腰台風並札昨前線歳通過裁腰開催歳危ぶ擦参擦裁冴歳腰昼

過災削朔腰侍実屍歳通過際傘祭碕雑あ三強引削開催細参擦裁冴甑午

前】時削旨祉実詞裁崎腰約忠百十数姿竺腰鑷舗装路歳『割昨思実旨

設定埼裁冴甑私朔腰祉イ耳昨選択燦誤三詞鹿イア識祉イ耳燦朔い崎

い冴冴薩腰山道削入傘碕雨削皿傘痣響埼咋栽傘札昨道碕作三腰祉イ

耳昨溝削済榊阪三碕泥歳ゃ擦三旨式ッ屍祉イ耳昨様削肴傘肴傘昨祉

イ耳碕作三腰滑榊崎祭砕崎腰起祭裁崎昨繰三返裁埼裁冴甑 

鹿式実昨中盤頃削朔腰度重作傘転倒埼腰肴い削字鴫実姿士イ識歳漏

参腰児竺ン詞字鴫実姿歳制御不能碕作三腰式祉イ耳碕作三擦裁冴甑

穀び埼朔あ三擦際歳腰式祉イ耳際傘祭碕朔冴いへ珊悔裁い雑昨埼裁

冴甑半烝後削開催細参傘大会削朔腕燦磨い崎再度参加裁次回祭そ完

走埼済傘祭碕燦誓い腰澣路削肴済擦裁冴甑 

鹿式実埼朔腰冴采細珊昨人歳祭砕崎い擦際昨埼腰飼イ屍燦起祭裁崎

あ砦冴三腰起祭裁崎雑晒榊冴三腰一緒削思実旨燦探裁冴三裁崎妹砕

合い作歳晒禍札擦際甑色々作人碕輪載困難燦分栽阪あう祭碕埼妙作

連澳感歳生擦参腰友情歳芽生え擦際甑 

今回雑腰沢山昨人碕知三合い削作傘祭碕歳埼済擦裁冴甑 

竺実祉式実雑親睦削皿三強い連澳感歳生擦参擦際甑そ昨連澳感歳宙

業活動燦推禍裁崎い采冴薩昨大済作活力削作傘祭碕燦腰今回昨鹿式

実碕いう穀び燦通載崎感載擦裁冴甑 

親睦朔活力埼際甑 

春¦暁燦覚え剤朔冴坂単削溫鑽昨疲参歳残榊崎い冴坂砕栽雑裁参擦

在珊甑 

会長雑残三「ヶ鏤碕作三擦際歳皆様昨更作傘斎支援燦採願い致裁

擦際甑 

鑚日朔腰日鑚政策金融公庫国民生活宙業昨田中様碕伊藤様栽晒裕

や燦い冴坂済擦際甑 

日鑚政策金融公庫朔腰日鑚生活金融公庫腰農林漁業金融公庫腰中小

企業金融公庫腰国際誘力銀行作鷺歳総合裁崎烋成「0烝10鏤削æ足

裁擦裁冴甑100％昨株式燦国歳保鐚際傘会社埼あ三擦際甑 

株式会社昨姉飼試ン旨昨仕組札燦活用裁腰政策金融昨的確作実施燦

基鑚理念碕裁崎殺営裁崎採三擦際甑 

中長期的作人口減少社会へ昨適応昨冴薩」大磁姉飼ン屍歳」万人超

昨人員昨削減燦予定裁崎採三腰擦冴腰中小企業経営者歳今後10烝間

埼多采昨方歳確実削引退期燦迎え傘宙業承61時代昨到来時期碕作三

擦裁冴甑 

国昨政策金融昨機関碕裁崎腰色々作採や燦聞栽在崎い冴坂砕傘碕期

待裁崎採三擦際甑 

鑚日昨裕や皿山裁采採願い裁擦際甑 

幹宙報告幹宙報告幹宙報告幹宙報告婚橋鑚 悟恨                

①韓国第」【00地区烝次大会交換交流派遣学生昨募集案不歳届済擦

裁冴甑 

志旨詞志旨詞志旨詞志旨詞                      

懇日鑚政策金融公庫津支店 国民生活宙業昏 

   融資第忠課長 田中 昧 様 

琢席課長代理  伊藤 英悟 様 

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

坂鑚 昇,橋鑚 悟,北出 誠,小濱 痙男,越山 明,清水 濯昭, 

辻 {理子,丹羽 崇,坂東 正,福鑚 和也,前川 佳久,山託 茂紀 

         以琢以琢以琢以琢1111「「「「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                                                                                

「018-19烝度 地区研修質誘議会昨報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ɔ録者代表：田中 和弘 会員 

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

奉仕プロジェクト部門担当例会奉仕プロジェクト部門担当例会奉仕プロジェクト部門担当例会奉仕プロジェクト部門担当例会        

ﾜﾜﾜﾜ奉仕奉仕奉仕奉仕プロジェクト部門プロジェクト部門プロジェクト部門プロジェクト部門・・・・越越越越山山山山    明明明明    部門責任者部門責任者部門責任者部門責任者ﾝﾝﾝﾝ    

 ★ 卓卓卓卓    話話話話        ★★★★    

日本政策蕚融公庫津支店日本政策蕚融公庫津支店日本政策蕚融公庫津支店日本政策蕚融公庫津支店    国民生活～業国民生活～業国民生活～業国民生活～業    

    

融資第‖課長融資第‖課長融資第‖課長融資第‖課長    田中田中田中田中    努努努努    様様様様    

上席課長代理上席課長代理上席課長代理上席課長代理        伊藤伊藤伊藤伊藤    英悟英悟英悟英悟    様様様様    
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