
会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶  林 菖蒲                                       

 10/「1-「「削げ地区大会歳開催細参擦裁冴甑当ク鹿字朔「1日。1』

隣)「「日θ8隣χ歳大会削出席裁崎参三擦裁冴甑ǖ日目夜昨ＲＩ会

長代理歓迎晩餐会昨様子削肴い崎少裁採話裁擦際甑18時皿三鈴鹿

サ実姿ッ詞VIP旨使実詞』階削崎行わ参擦裁冴歳例年碕異作傘削

朔各ク鹿字会長昨札昨出席碕いう祭碕埼幹宙歳出席出来擦せ珊埼

裁冴甑旨ペ実旨昨宙等昨理ょ坂榊冴碕思い擦際歳腰輪載至実字識

昨会長方碕朔密削採話歳出来良栽榊冴埼際甑後半仔詞鹿ク斯ョン

碕裁崎飼識実ン使式ュ実施ョン歳あ三児仕ンタ旨至伺ック埼良栽

榊冴埼際甑「「日朔1「：』0削閉会裁1」時皿三大昼食会碕会員懇親

会あ三腰後解散碕作三擦裁冴甑尚ǖ日目削朔ＲＩ表彰昨竺実タ式

実視実賞燦げǘ日目削朔佐藤会員歳直前姉飼ナ実補佐碕裁崎感謝

状燦受け晒参擦裁冴甑 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告  長井 源基                                   

●例会後げ理宙会●12鏤昨竺実タ式実鴫実詞朔腰ǖ㌦＝ǖ20円 

●年鑽年始休暇坤1「/「8～1/『擦埼墾姉飼ナ実宙務所こ地区宙務所こ

隰阪山桜ＲＣ●地区大会げ採礼状 

志旨ト質ビ施タ実志旨ト質ビ施タ実志旨ト質ビ施タ実志旨ト質ビ施タ実                                                                            

懇久居ＲＣ昏棚橋 裕 様懇米山奨学生昏邱 沢愷 細珊 

ニ思ニ思ボッ屍旨ニ思ニ思ボッ屍旨ニ思ニ思ボッ屍旨ニ思ニ思ボッ屍旨                                                                                                                                

棚橋 裕 様,林 菖蒲,長井 源基,川口 好宏,小濱 彰男, 坂鑚 昇 

清水 濯昭,立岡 秀之,辻 真理子,西 大輔,西谷 満,橋鑚 悟, 

隴東 正,鴻原 肘,宮園 丸忠,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：「「「「「「「「,000,000,000,000 円円円円埼裁冴甑 

新会員入会式新会員入会式新会員入会式新会員入会式                                                                                            

★★★★辻辻辻辻    真理子真理子真理子真理子    細珊細珊細珊細珊    

婚職業分類恨 

不動産管理 

婚推薦者恨 

立岡 秀之 会員 

RRRR 財団寄付財団寄付財団寄付財団寄付    認証バッ施認証バッ施認証バッ施認証バッ施    ｗぽょﾃｨﾌﾟょぼﾟｰょﾊゆｽﾌｪﾛｰｘｗぽょﾃｨﾌﾟょぼﾟｰょﾊゆｽﾌｪﾛｰｘｗぽょﾃｨﾌﾟょぼﾟｰょﾊゆｽﾌｪﾛｰｘｗぽょﾃｨﾌﾟょぼﾟｰょﾊゆｽﾌｪﾛｰｘ    

◎ 林  菖蒲 会長 ◎ 西村 伸久 会員    

プロ市ラムプロ市ラムプロ市ラムプロ市ラム                                                                                                                                                    

◆◆◆◆    諸宙採祝い諸宙採祝い諸宙採祝い諸宙採祝い    

懇1「鏤度採誕生鏤昨会員/採誕生日昏  

「0日 脇 文彦 会員 

「】日 坂鑚 昇 会員 

 

懇会員配偶者昨採誕生日昏 

1「日鴻原 敬子 様, 林 哲郎 様 

 

懇会員結婚記念日昏 

1日 ゅ中 和弘 会員 

1】日 長井 源基 会員 

18日 橋鑚   悟 会員 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶  林 菖蒲                     

菱週土曜日11/』削地区社会奉仕委員会参加甑隰阪埼開催細参擦

裁冴甑植隰会員昨採世話埼そ昨後昨懇親会削腰我々会長幹宙碕直

前会長昨立岡会員歳呼柵参親裁く採話等出来鐚意義削過斎細せ崎

い冴坂済擦裁冴甑又翌【日昨日曜日削朔隰阪市制施行10周年記念

宙業碕裁崎第11回隰阪市社会福祉大会腰福祉児ェ旨至伺飼識歳雌

実詞児識札く雑削崎開催細参擦裁冴歳腰当ク鹿字歳寄付昨部門埼腰

社誘会長感謝腰社会福祉宙業共助者碕裁崎社誘会長表彰腰感謝状

燦い冴坂く祭碕削作三擦裁冴昨埼そ昨式典削幹宙碕共削出席裁崎

参三擦裁冴甑会朔碕崎雑盛会埼午後削朔独誘大学教授腰経済仔ナ

式旨詞埼雑い晒榊裁皐傘森永裕郎細珊昨記念講演歳坤格差社会燦

生済傘祭碕墾碕いう演巠埼あ榊冴昨埼際歳我々朔そ参削朔都合埼

靭席裁少裁残念埼裁冴歳外埼雑至ン詞燦張三各種昨即売会等歳開

栽参崎い傘模様埼裁冴甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告  長井 源基                 

●例会後腰親睦委員会打阪合わせ 

ニ思ニ思ボッ屍旨ニ思ニ思ボッ屍旨ニ思ニ思ボッ屍旨ニ思ニ思ボッ屍旨                                                                                                                            

林 菖蒲,長井 源基,奥村清 隆,川口 好宏,越山 明,坂鑚 昇, 

佐藤 肘宏,清水 濯昭,立岡 秀之,辻 真理子,ゅ中 和弘,西谷 満, 

橋鑚 悟,林 擦細子,隴東 正,鴻原 肘,濯野 營治郎,宮園 丸忠, 

小濱 彰男,西村 伸久,以琢以琢以琢以琢「0「0「0「0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：「「,000「「,000「「,000「「,000円円円円埼裁冴甑 

プロ市ラムプロ市ラムプロ市ラムプロ市ラム                                                                                             

◆◆◆◆    年逗総会年逗総会年逗総会年逗総会    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 コケゲザ 年 ゲコ 月 ゴ 日膅木䐢 

会場 フ箵ックスホテ䈎 ゴF 

行事 諸事おお祝い・地区大会報告 

出席 ゴシ 名中 コジ 名 本日の出席率 ジザ.ケケ% 

 

月報月報月報月報    第第第第6666 号号号号    1111月月月月7777日発行日発行日発行日発行    

99ケ99ケ99ケ99ケ    999999ゲ99ゲ99ゲ99ゲ    

日時 コケゲザ 年 ゲコ 月 ゲケ 日膅木䐢 

会場 フ箵ックスホテ䈎 ゴＦ 

行事 年次総会 

出席 ゴシ 名 コシ 名 本日の出席率 ジコ.ココ % 

国際国際国際国際ロータリーロータリーロータリーロータリー第第第第 l6ml6ml6ml6m 地区地区地区地区        

第第第第 llll 回社会回社会回社会回社会・・・・環境保全奉仕委員会環境保全奉仕委員会環境保全奉仕委員会環境保全奉仕委員会    

次期会長次期会長次期会長次期会長：：：：清水清水清水清水    三昭三昭三昭三昭会員会員会員会員    



会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶  林 菖蒲                                       

 屍式旨マ旨例会埼す甑 

イ失朔明日埼すが腰 

１日菱取り昨屍式旨マ旨例会燦 

今夜朔家族昨方々も 

参加し崎頂い崎昨開催埼す昨埼腰 

鷺う財お楽し札託さい甑 

よ山しくお願い致し擦す甑 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告  長井 源基                                   

菌地区大会昨様子がĘＰ削アップさ参崎い擦す甑 

婚動画子ャ鹿式実昨閲覧恨 

芹ユ実ザ実ĎＤ：三iＩ2【30 

芹歯旨ワ実詩：上uどuka 

ニコニコボッ屍スニコニコボッ屍スニコニコボッ屍スニコニコボッ屍ス                                                                                                                                

林 菖蒲,長井 源基,植隰 悦子,大川 和夫,奥村 清隆,川口 好宏,

小濱 彰男,越山 明,佐藤 肘宏,清水 濯昭,鈴木 正之,鈴木 康, 

立岡 秀之,田中 和弘,辻 真理子,西 大輔,西谷 満,橋本 悟, 

隴東 正,宮園 丸忠,山託 茂紀 

以琢以琢以琢以琢21212121名様質合計金額：名様質合計金額：名様質合計金額：名様質合計金額：】1】1】1】1,000,000,000,000 円円円円埼し冴 

プロ市ラムプロ市ラムプロ市ラムプロ市ラム                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 コケゲ5 年 ゲコ 月 コゴ 日膅水䐢 

会場 フ箵ックスホテ䈎３F 

行事 ク箛スマス例会 

出席 本日の出席率 ゲケケ% 

 

月報月報月報月報    第第第第6666 号号号号    1111月月月月7777日発行日発行日発行日発行    

99ゴ99ゴ99ゴ99ゴ    9999    
18：30 点鐘 隰阪山桜RC会長 林  菖蒲 

 竺実タ式実ソ執市懇奉仕昨理想昏 

 会長挨拶 隰阪山桜RC会長 林  菖蒲 

 幹宙報告 隰阪山桜RC幹宙 長井 原基 

 出席報告  山託 茂紀 

 ニ思ニ思BOX報告 橋本 悟 

 点鐘 隰阪山桜RC会長 林  菖蒲 

18：50 司会進行 親睦委員長 越山 明 

 乾杯 会長エ鴫屍詞 清水 濯昭 

  ~ ~ ~ ~ お食宙お食宙お食宙お食宙    ~~~~        

19：00 ベ識演奏 植隰会員碕お忠人昨お孫さ珊+お嬢様 

 飼執詩演奏 飯南飼執詩婚ウイ執枝恨 

 歌旨テ実施  林＆長井 

   清水 濯昭 

   田中 和弘 

   村田 耕一 

   佐藤 肘宏 

20：00 ビ執指志実ム 進行係 村田 耕一 

20：30 閉会ソ執市 ｗ手削手つ作い埼ｘ 全員 


