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

 新年明砕擦裁崎採薩埼碕う斎菜い擦際甑本年雑鷺う財皿山裁采

採願い申裁琢砦擦際甑 

1』～1【年度雑や榊碕半分燦通過致裁擦裁冴歳腰擦坂半分残榊崎い

擦際甑皆様昨斎協力燦採借三裁崎超後雑歳珊柵榊崎行済冴い碕思

い擦際甑超日朔腰擦傘皿裁様埼式鹿ック旨細参崎腰美味裁い採肉

燦召裁琢歳榊崎ほ裁い碕思い擦際甑わ剤栽作時間埼朔斎菜い擦際

歳腰採楽裁札託細い甑 

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

菌年会費納入昨採知晒在 

菌「01【年1月昨竺実タ式実鴫実詞朔, １㌦＝1「0円    

志志志志ストストストスト                                                                                                            

懇新会員予定者昏前川 佳久 様 

ニ思ニ思ボッ屍スニ思ニ思ボッ屍スニ思ニ思ボッ屍スニ思ニ思ボッ屍ス                                                                                                                                

林 菖蒲,長井 源基,植隰 悦子,岡井 凡,奥村 清隆,小野寺 均 

川口 好宏,北出 誠,小濱 彰男, 越山 明,坂本 昇,佐藤 光宏 

清水 濯昭,鈴木 正之,鈴木 康,立岡 秀之,田中 和弘,辻 真理子 

西谷 満,短羽 崇,橋本 悟,鴻原 光,濯野 營治郎,宮園 炭忠 

村田 耕一,山託 茂紀,脇 文彦 

以琢以琢以琢以琢「「「「】】】】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：」『」『」『」『,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                                                                                                                                                    

◆◆◆◆    1111月月月月諸宙採祝い諸宙採祝い諸宙採祝い諸宙採祝い        

懇会員採誕生日昏 

「』日濯野 營治郎 会員,「】日小野寺 均 会員 

懇配偶者採誕生日昏 

「日濯野 亨子 様 

懇結婚記念日昏 

1『日坂本 昇 会員,1】日井口 篤 会員,「0日鴻原 光 会員, 

「」日脇 文彦 会員,「『日清水 濯昭 会員,「【日水井 澄夫 会員 

◆◆◆◆    新年例会新年例会新年例会新年例会    

懇司会進行昏橋本 悟 親睦副委員長 

  芹昨年昨反省腰超年昨抱負腰皆細珊削自慢裁冴い祭碕甑 

～ 参盆者昨皆様削順番削発表裁崎頂済擦裁冴 ～ 

懇乾杯昨挨拶昏林 菖蒲 会長 

懇中締薩昨挨拶昏清水 濯昭 会長エ鴫ク詞 

    

    

    

    

    

 

                                          

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

や榊碕冬晒裁い寒細歳戻榊崎来冴様子埼 

北日本坂砕埼作采岐阜昨白川郷埼雑 

一暇削裁崎冬景色碕作三擦裁冴甑 

皆様皿采御存知昨唱歌坤雪墾昨 

歌詞削あ三擦際坤祭珊祭墾肴擦三 

雪や思ン思腰あ晒参や思ン思昨 

ｗ思ン思ｘ朔国文学者昨池田弥濯郎細珊 

昨説削皿三擦際碕ｗ思ン思ｘ朔ｗ祭う祭ｘ 

昨祭碕ｗ祭う祭ｘ朔ｗ来いｘ昨意味坂罪う埼際 

昨埼腰天歳罪昨願い燦聞い崎う参冴昨埼朔碕思い擦裁冴甑少裁前

擦埼夏昨様作日差裁朔注犀志鴫ン視削向栽榊崎思ン思腰思ン思碕

呪文燦唱え冴人歳い冴昨埼朔？碕思い擦際甑冬晒裁い寒細雑必要

埼際歳腰採手やわ晒栽削碕雑思い擦際甑 

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

菌新会員紹跳認証品。バッ施)立岡 会員婚辻 真理子 会員燦紹跳恨 

菌例会後腰理宙会燦行い擦際甑 

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

★前川前川前川前川    佳久佳久佳久佳久    氏氏氏氏 

婚職業分類恨 

電気工宙 

婚推薦者恨 

田中 和弘 会員 

ニ思ニ思ボッ屍スニ思ニ思ボッ屍スニ思ニ思ボッ屍スニ思ニ思ボッ屍ス                                                                                                                            

林 菖蒲,長井 源基,小濱 彰男,坂本 昇,清水 濯昭,田中 和弘 

辻 真理子,橋本 悟,林 擦細子,隴東 正,宮園 炭忠,山託 茂紀 

脇 文彦,前川 佳久   

以琢以琢以琢以琢1『1『1『1『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 円円円円埼裁冴甑 

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

◆◆◆◆    ク鹿ブ奉仕委員会担当例会ク鹿ブ奉仕委員会担当例会ク鹿ブ奉仕委員会担当例会ク鹿ブ奉仕委員会担当例会                懇税理士質税削肴い崎昏懇税理士質税削肴い崎昏懇税理士質税削肴い崎昏懇税理士質税削肴い崎昏    

日時 コケゲシ 年 ゲ 月 ジ 日膅木䐢 

会場 まるよし 

行事 諸事お祝い・新年例会 

出席 本日の出席率 ゲケケ% 

 

月報月報月報月報    第第第第7777 号号号号    2222月月月月4444日発行日発行日発行日発行    

ズズサズズサズズサズズサ    ズズズザズズズザズズズザズズズザ    

日時 コケゲザ 年 ゲ 月 ゲサ 日膅木䐢 

会場 竴箵ックスホテ䈎 ゴＦ 

行事 クラ𥫤奉仕委員会担当例会 

出席 ゴジ 名 コス 名 本日の出席率  ジケ.コジ% 

坂本坂本坂本坂本    昇昇昇昇    委員長委員長委員長委員長ろろろろ卓卓卓卓    話話話話わわわわ    



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

現代埼朔人間昨代表的作ペッ詞碕言え柵や朔三犬碕猫坂碕思い

擦際歳最近世昨中埼朔犬皿三雑猫昨方歳人気朔琢昇裁崎腰猫字実

痔歳起済崎い傘様埼際甑 

私朔ǘǹ年犀晒い前栽晒招済猫コ鴫屍祉実昨一人埼現在集擦榊

崎い傘コ鴫屍ション昨数朔千個程栽碕思い擦際甑招済猫昨歴糧学

的朔珍シ腰諸シあ三擦際歳腰江戸時代昨庶民昨間栽晒生擦参冴昨

埼朔碕言う昨歳大方昨シ埼際甑そ裁崎民俗学碕裁崎朔昔昨人朔猫

削あ傘種昨4/11秘性燦感載畏怖昨念燦抱い崎い擦裁冴甑猫歳顔燦洗

え柵客歳来傘。宮崎げ岡山)そ裁崎御当地志摩地方埼朔猫歳戸口栽

晒出参柵客歳あ傘甑擦冴沖縄埼朔猫昨手水歳耳燦越在柵雨甑猫歳

耳越裁削顔燦洗う碕天気削作傘甑耳燦洗え柵雨坂歳前肢歳耳冴ぶ

燦越細作砕参柵降晒作い。怡良)作鷺天気予報削結び肴砕崎い擦裁

冴甑形態学埼朔良手朔採金腰左手朔採客腰琢砦冴手歳長い程大済

作福燦招采甑小判昨金巸雑ス鹿使詩式埼千両腰万両腰百万両腰億

万両そ裁崎青い目朔詩識甑詩識朔使ン児鴫作裁昨璽式士ン詩鹿実

埼際甑勿論私朔外人。猫)雑持榊崎い擦際甑 

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

●「01【-1】 年度夏期派遣学生再募集こ案不 「/「【 必着婚派遣先恨始

試私こ仔磁式始 ●ソウ識坤第1】回竺実祉式実囲碁大会墾昨案不 

志志志志ストストストスト                                                                                                            

婚米山奨学生恨邱 沢愷 細珊 

ニ思ニ思ボッ屍スニ思ニ思ボッ屍スニ思ニ思ボッ屍スニ思ニ思ボッ屍ス                                                                                                                                

林 菖蒲,長井  源,井口 篤,小濱 彰男,清水 濯昭,板東 正, 

宮園 丸忠,脇 文彦,   以琢以琢以琢以琢9999名様質合計金巸：名様質合計金巸：名様質合計金巸：名様質合計金巸：11111111,000,000,000,000 付付付付埼裁冴甑 

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

◆◆◆◆    屍鹿字児四実鹿痔屍鹿字児四実鹿痔屍鹿字児四実鹿痔屍鹿字児四実鹿痔 

坤楽裁い例会削際傘冴薩削朔墾坤楽裁い例会削際傘冴薩削朔墾坤楽裁い例会削際傘冴薩削朔墾坤楽裁い例会削際傘冴薩削朔墾 各至実字識埼視伺ス始ッション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質委員会＝糸実痔碕いう考え方埼糸実痔ワ実屍燦高薩崎い采宙甑 

質異業種昨交流歳魅力碕作傘皿う会話際傘時間歳ほ裁い甑 

質外部講師燦招い崎楽裁采教養歳身削肴采話歳聞済冴い甑 

質担当例会昨準備昨必要性甑 

作鷺作鷺質質質質質沢山意見歳出擦裁冴甑 

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

新聞昨記宙埼投稿面削。忠肴昨誕生日)碕いう巠名昨文削目歳行

済擦裁冴甑祉使詞識燦ジ珊坂時腰見当朔肴済擦裁冴歳腰そ昨不容

削思わ剤涙裁擦裁冴甑子供燦産薩作い碕いう理由埼義母栽晒バッ

シン市燦受砕崎続砕崎い冴結果腰自晒昨命燦絶碕う碕薬燦飲殺直

前削隣埼寝崎い崎目燦覚擦裁冴主人歳宙情燦察知裁崎彼女燦抱済

裁薩作歳晒ｗいや坂皿ｘ碕体燦震わ在崎泣済出裁冴そう埼際甑そ

昨時我削返榊冴彼女朔生済傘祭碕坂砕燦必死削考えそ参燦支え崎

采参傘主人碕共削何碕栽一年燦過斎在冴そ珊作時ǘ人朔あ昨日燦

ｗ再生昨日ｘ削誕生日碕裁崎3/11う碕いう雑昨埼裁冴甑最近埼朔擦

坂幼細昨残傘子供達歳い載薩腰そ昨直昨被害者碕作三自晒命燦終

わ晒在傘誌ュ実ス歳相次い埼い擦際甑私冴阪削朔経験歳無い埼際

歳人朔皿ほ鷺昨宙歳無い限三祭昨様削朔考え作い昨埼朔碕心歳痛

札擦際甑苦裁い立場削あ傘人昨痛札燦助長際傘皿う作宙燦在剤腰

そ参祭そ我々人間坂砕歳持榊崎い傘相手削対際傘思いや三埼ǖ人

埼雑窮地削追い込擦参冴人達燦救わ作砕参柵作晒作い裁そ昨義務

歳あ傘昨埼朔作い埼裁鮫う栽甑 

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

●ǘ月昨竺実祉式実鴫実詞朔腰ǖ㌦＝ǖ「0付 

●次週昨例会朔坤実百樹墾埼例会燦開催裁擦際甑 

ニ思ニ思ボッ屍スニ思ニ思ボッ屍スニ思ニ思ボッ屍スニ思ニ思ボッ屍ス                                                                                                        

林 菖蒲,長井 源基, 川口 好宏,小濱 彰男,越山 明,清水 濯昭,

西村 伸久,橋本 悟,板東 正,宮園 丸忠,山託 茂紀,前川 佳久 

以琢以琢以琢以琢1「1「1「1「名様質合計金巸：名様質合計金巸：名様質合計金巸：名様質合計金巸：1」1」1」1」,000,000,000,000 付付付付埼裁冴甑 

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

◆◆◆◆    職業恠捗委員会職業恠捗委員会職業恠捗委員会職業恠捗委員会    担当例会担当例会担当例会担当例会懇学珊埼姉ッ至ン！懇学珊埼姉ッ至ン！懇学珊埼姉ッ至ン！懇学珊埼姉ッ至ン！職業恠捗碕朔職業恠捗碕朔職業恠捗碕朔職業恠捗碕朔昏昏昏昏 

日時 コケゲシ 年 ゲ 月 コゲ 日膅木䐢 

会場 竴箵ックスホテ䈎 ゴF 

行事 クラ𥫤竴ォーラム 

出席 ゴジ 名 コシ 名 本日の出席率  ジケ.コジ% 

 

月報月報月報月報    第第第第7777 号号号号    2222月月月月4444日発行日発行日発行日発行    

ズズシズズシズズシズズシ    ズズズジズズズジズズズジズズズジ    

日時 コケゲザ 年 ゲ 月 コス 日膅木䐢 

会場 竴箵ックスホテ䈎 ゴＦ 

行事 職業奉仕委員会担当例会 

出席 ゴジ 名 コザ 名 本日の出席率 シジ.ザジ % 

西村西村西村西村    職業奉仕委員長職業奉仕委員長職業奉仕委員長職業奉仕委員長    


