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

本日朔国際ロ実タ式実第「【」0地区坪井常弘ガ飼試実補佐燦採

迎え裁崎昨隰阪」屍鹿ブ合輪例会埼際甑 

坪井ガ飼試実補佐皿う祭罪採い埼託細い擦裁冴甑 

奇裁采雑碕申裁擦際歳卓度碕申裁擦際栽腰本日朔」鏤」日桃昨節

句埼斎菜い擦際甑鷺う裁崎雑小細い女昨子昨琦坂砕碕思榊崎裁擦

い擦際歳腰本日斎出席昨女性会員昨採祭三埼雑あ三実削採薩埼冴

い日埼斎菜い擦際甑 

中国栽晒伝わ三烋安中期細晒削朔罪参以前削雑腰日本昨貴族社会

埼朔坤策い作あ罪索墾碕言わ参腰当時朔大人昨遊索埼裁冴歳腰 

罪参歳子供署昨世界削雑広歳三擦裁冴甑 

江戸初期削朔京都御所埼最大昨策作擦肴三歳行わ参罪昨後腰策作

人形燦飾傘採擦肴三削碕変わ榊崎ゆ済腰庶民昨間削雑定着裁崎行

榊冴碕いい擦際甑 

雨水昨日削飾傘碕良縁削恵擦参採擦肴三歳終わ参柵際犀削片咲砕

作い碕採嫁削行砕作い碕栽全采根拠昨無い言い伝え擦埼出現裁擦

裁冴甑祭参朔腰済阪珊碕片咲砕燦裁作細い碕いう教え歳元削作榊

崎い傘様埼際甑 

阪晒裁寿司碕蛤昨採吸い物歳定番埼際歳腰蛤朔女昨子昨美徳碕貞

節燦意味際傘雑昨坂碕言わ参崎い擦際甑 

ロ実タ式実屍鹿ブ昨採話削戻三擦際歳腰」鏤1」日θ土χ削朔メッ

セウ伺執市札え削崎屍鹿ブ会員数別増強討論会歳開催細参」肴昨

分科会削分栽参崎碕崎雑熱心削意見交換歳行わ参擦裁冴甑 

又腰」鏤14日θ日χ削朔岐阜市鹿執詩ホテ識削崎坤職業奉仕質社

会奉仕質国際奉仕合輪研修セミ試実墾歳開催細参国際ロ実タ式実

第「500地区歯ス詞ガ飼試実昨小船井修瀧様昨非常削失伺失使ッ

詩作採話裁燦聞済感載傘碕祭山昨多い鐚意義作瀧日埼裁冴甑 

今烝度雑腰残傘碕祭山あ碕4ヶ鏤弱碕作三擦裁冴歳腰皿山裁采

斎協力い冴坂済腰次烝度削肴作砦崎行済冴い碕思い擦際甑 

本日朔鷺う財皿山裁采採願い申裁琢砦擦際甑 

ニコニコボックスニコニコボックスニコニコボックスニコニコボックス                                                                    

坪井ＡＧ様,林 菖蒲,長井 源基,井口 篤,大川 和夫,岡井 功, 

奥村 清隆,小濱 彰男,佐藤 光宏,清水 濯昭,立岡 秀之, 

田中 和弘,橋本 悟,林 擦細子,隴東 正,宮園 丸忠,脇  文彦 

以琢以琢以琢以琢1】1】1】1】隣様質合計金額：隣様質合計金額：隣様質合計金額：隣様質合計金額：19191919,000,000,000,000 円円円円埼裁冴甑 

日時 コケゲシ 年 ゴ 月 ゴ 日膅木䐢 

会場 竴箵ックスホテ䈎 

行事 松阪ゴクラ𥫤合輪例会籗ガバナ籞補佐訪問例会 

出席 ゴジ 隣 コス 隣 本日の出席率  ジケ.コジ% 
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ゲケケゲケケゲケケゲケケゲゲゲゲ    

 

懇合輪例会昏 

 司会 隰阪山桜RC幹宙 長井 原基 

18：30 珵鐘 隰阪山桜RC会長 林  菖蒲 

 国歌斉唱懇君歳代昏 

 ロ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  θ各RCχ 

 誌コ誌コBOX報告 θ各RCχ 

18：40 挨拶 ガ飼試実補佐 坪井 常弘 様 

 珵鐘 隰阪山桜RC会長 林  菖蒲 

懇懇親会昏 

19：00 開会･乾杯 隰阪RC直前会長 東地 暑夫 様 

坤採食宙質懇親会墾 

20：00 閉会昨辞 隰阪東RC会長 田中 俊雄 様 

坤手削手繋い埼♪♪墾 

んんんんガバナーガバナーガバナーガバナー補佐補佐補佐補佐ゐゐゐゐ    坪井坪井坪井坪井    常弘常弘常弘常弘    様様様様    

ん松阪 RC 直前会長ゐ    東地東地東地東地    道夫道夫道夫道夫    様様様様    



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

隰阪」屍鹿ブ合輪例会削朔腰坪井ＡＧ燦採迎え裁崎昨例会埼裁

冴甑ホ旨ト碕裁崎昨大役燦果冴際祭碕歳出来擦裁冴甑祭参雑偏削

皆様昨斎誘力昨賜物碕思い擦際甑 

碕祭山埼腰祭昨時期削作三擦際碕そ山そ山次年度昨準備体制削作

三肴肴あ傘碕いい擦際栽腰『鏤1哀日昨地区誘議会削向け崎昨い山

い山作準備歳始擦三擦際甑エ鴫屍ト会長腰次期委員長細珊冴阪匙

昨出席要請等歳来崎い擦際甑昨年昨祭碕燦思い出裁擦際甑超年度

朔姉飼ナ実歳鈴鹿昨方埼際甑来年度朔姉飼ナ実歳高山昨方碕いう

祭碕埼当然作歳晒岐阜埼昨開催歳多く作傘碕思い擦際甑 

昨日昨新聞削腰結婚『『年燦迎え冴彿婦昨採話埼際歳腰彿朔現役

飼式飼式埼仕宙燦裁崎い擦際甑碕甑多便瀧応元昨仕宙燦終え晒参

冴方栽碕思い擦際歳腰公害防溺管理者腰３年大気腰水質関係第瀧

種公害防溺管理者」年合計【年燦栽け崎難関昨試験燦見宙削合格

裁そ昨仕宙削携わ榊崎札え傘碕昨宙埼裁冴甑何歳削作榊崎雑勉強

朔腰人生削雌式歳出来元気埼日々燦送傘身近作健康法埼朔？祭昨

御彿婦雑様々作苦労乗三越え腰日々楽裁く向琢昨精4/11埼学習燦怠

晒剤忠人濯脚埼来晒参冴昨埼裁ょう甑祭昨採忠人燦手本削裁腰楽

裁く大勉削過斎裁崎行け傘様努力裁冴い雑昨埼際甑 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告  長井 源基              

●東日本豪雨災害義捐金送金昨斎報告甑 ●例会後,理宙会甑 

新会員紹介バッ施新会員紹介バッ施新会員紹介バッ施新会員紹介バッ施                                                                    

新会員紹跳認証仟。飼ッ施)田中 会員婚前川佳久 会員燦紹跳恨 

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,岡井 功,川口 好宏,小濱 彰男,越山 明,  

佐藤 肘宏,橋本 悟,宮園 丸忠,山託  茂紀 

以琢以琢以琢以琢10101010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：11,00011,00011,00011,000 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                                                                                

◆◆◆◆    」」」」鏤鏤鏤鏤諸宙採3/11い諸宙採3/11い諸宙採3/11い諸宙採3/11い    

懇会員採誕生日昏 

【日佐藤 肘宏 会員 

哀日岡井 功 会員 

1」日大川 和彿 会員 

懇配偶者採誕生日昏 

「日山託 札鯖子 様 

1「日立岡 三済 様 

1』日川口 琴江 様 

19日村田 美智子 様 

「1日越山 峰子 様 

懇結婚記念日昏 

11日徂田 塡隆 会員,11日宮園 丸忠 会員 

「1日越山 明 会員,「品日西村 伸久 会員 

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

菱日腰斯ョッ姿ン市作出来宙削遭遇裁擦裁冴甑そ昨為「～」日本

当削不¦状態削陥三擦裁冴甑超擦埼昨45昨人生埼雑経験裁冴宙昨

作い出来宙埼裁冴甑卓度そ昨夤腰超年夌い冴ｗ抜粋昨肴咲三ｘ燦

い肴削作くジ殺機会歳あ三ｗ抜粋ｘ昨～修養栽晒昨見出裁昨中削

昭和女子大学学長昨坂東{理子氏昨エッセ実昨巠目歳目削溺擦三

擦裁冴甑坤徳あ傘朔ほ殺冊裁腰徳作裁朔あわ参殺冊裁墾碕甑祭参朔

道元昨塡法眼蔵昨坤四摂法墾昨中削あ傘言葉埼腰人碕昨触参合い

昨中埼愛語昨大勉細燦シい冴相手燦思い鯖傘言葉燦発際傘心構え

燦シい崎い傘そう埼際甑祭昨隴東学長歳書栽参崎い傘腰例え柵自

便歳辮参崎い傘ポ旨ト昨人歳期待際傘程鐚能埼無い人間性昨低い

仟格昨作い行動燦際傘碕い晒立阪反発裁崎い冴昨歳腰そう裁冴心

無い行動燦際傘人朔坤徳歳作い墾坂け甑人間碕裁崎未熟坂栽晒可

仭想作存在坂碕考え傘甑徳昨在傘人朔腰素直削立派坂碕褒薩腰徳

昨無い人削腹燦冴崎傘昨埼朔作く仭参坂碕考え傘甑祭昨言葉削朔

ｗ目栽晒ウ竺コｘ埼裁冴甑邱沢愷様祭昨度朔腰御祐業並び削御就

職採薩埼碕う斎菜い擦際甑採近く削い晒榊裁皐傘昨埼際栽晒腰山

桜ＲＣ燦忘参剤腰又腰斎連絡託細い搾甑 

志旨ト志旨ト志旨ト志旨ト                           

懇地区社会奉仕部門委員長昏前田 敬徂郎 様 

懇米山奨学生昏邱 沢愷 様昨斎両親 

    

    

    

 

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,植隰 悦子, 岡井 功,川口 好宏,小濱 彰男,

坂本 昇,清水 濯昭,鈴木 塡之, 立岡 44之,西 大輔,西谷 満, 

橋本 悟,林 擦細子,隴東 塡,宮園 丸忠,村田 耕瀧,山託 茂紀, 

脇 文彦            以琢以琢以琢以琢19191919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：「0,000「0,000「0,000「0,000 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                                                                                            

◆◆◆◆    環境保全委員会担当例会環境保全委員会担当例会環境保全委員会担当例会環境保全委員会担当例会    

婚裕話恨地区社会奉仕部門委員長：前田 敬徂郎 様 

◆◆◆◆    邱邱邱邱    沢愷沢愷沢愷沢愷    様様様様    ～送別会～～送別会～～送別会～～送別会～    
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ゲケケコゲケケコゲケケコゲケケコ    

日時 コケゲシ 年 ゴ 月 ゲケ 日膅木䐢 

会場 フ箵ックスホテ䈎 コＦ 

行事 諸事お祝い 

出席 ゴジ 名 コサ 名 本日の出席率  シサ.スシ% 

ゲケケサゲケケサゲケケサゲケケサ    

日時 コケゲシ 年 ゴ 月 コサ 日膅木䐢 

会場 フ箵ックスホテ䈎 

行事 環境保全委員会担当例会 

出席 ゴジ 名 ゴゲ 名 本日の出席率  スゴ.ジス% 

 


