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

女子高生昨投稿埼 

懇勉強裁崎雑皿い昨埼裁鮫う栽？ 

女性朔勉強埼済崎雑愛細参作い碕 

意味歳作い碕栽.甑あ傘中学校長朔 

坤女性朔姿ャ式ア燦積殺皿三子供燦 

産殺ほう歳大勉墾県知宙朔腰 

坤女子削濯角関数燦教え崎何削作傘昨栽墾等々甑 

大学受験削向け崎勉強中昨女性削腰祭珊作祭碕燦言う大人燦軽蔑

裁崎い傘甑女性昨社会進出燦推進す傘碕朔口菱坂け栽甑自便朔容

姿燦磨く祭碕坂け考え崎い冴方歳皿い昨埼裁鮫う栽甑社会的地位

昨あ傘大人達歳腰女性歳勉強す傘祭碕燦快く思わ作い碕考え傘碕

悲裁く作榊崎く傘甑昏皆様鷺う思わ参擦す栽？ 

幹宙報告幹宙報告幹宙報告幹宙報告 長井 源基               

欣例会後腰理宙会 欣地区大会記録誌届済擦裁冴甑 

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,井口 篤,大滿 和夫,滿口 好宏,北出 誠, 

小濱 彰男,坂本 昇,立岡 秀之,田中 和弘,西 大輔,橋本 悟,  

坂東 正,鴻原 肘,山託 茂紀 

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：19,00019,00019,00019,000 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                                                                                

斤斤斤斤    【【【【月月月月諸宙採祝い諸宙採祝い諸宙採祝い諸宙採祝い    

懇会員誕生日昏 

0」日西村 伸久 会員 

0『日滿口 好宏 会員 

0』日立岡 秀之 会員 

「」日宮園 丸忠 会員 

 

 

 

 

 

 

懇配偶者採誕生日昏       懇結婚記念日昏 

0「日村田 z千子 様       18日奥村 清隆 会員 

0』日小濱 裕美 様        「0日辻 {理子 会員 

0』日脇 尚美 様 

0【日清水 登志子 様 

1』日鈴木 札鷺三 様 

」0日西谷千津子 様 

懇結婚記念日昏 

18日奥村 清隆 会員 

「0日辻 {理子 会員 

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地区姉バナ実補佐坪井常弘様そ裁

崎次年度姉バナ実補佐宇野恭生様昨採忠人燦採迎え致裁擦裁冴甑

皿う祭そ採越裁託細い擦裁冴甑残念作祭碕削我々隰阪山桜ロ実タ

式実屍鹿字昨メンバ実埼あ三擦裁冴宮園丸忠会員歳急逝細参擦裁

冴甑心皿三斎冥福燦採祈三致裁擦す甑『日土曜日削朔第「」回姉バ

ナ実杯野球大会歳鈴鹿昨石垣運動公園野球場埼試合燦裁擦裁冴甑

山桜ロ実タ式実屍鹿字朔何碕優勝燦手削裁擦裁冴甑鈴鹿サ実姿ッ

トへ移動裁懇親会歳あ三擦裁冴甑鈴木総監督腰選手昨皆様採肴栽

参様埼裁冴甑そ裁崎採薩埼碕う斎菜い擦す甑 

志志志志ストストストスト                                                                                     

●国際ロ実タ式実第「【」0地区 隰阪質東紀渝市識実寺 

姉バナ実補佐婚坪井 常弘 様恨 

次年度姉バナ実補佐婚宇野 恭生 様恨 

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 功,奥村 清隆,小野寺 均, 

滿口 好宏,小濱 彰男,佐藤 肘宏,清水 濯昭,立岡 秀之,西 大輔,

西谷 満,西村 伸久,橋本 悟,隴東 正,鴻原 肘,村田 耕一, 

山託 茂紀     以琢以琢以琢以琢19191919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                                                                                

斤斤斤斤    坪井ＡＧ坪井ＡＧ坪井ＡＧ坪井ＡＧ質宇野質宇野質宇野質宇野    次期ＡＧ次期ＡＧ次期ＡＧ次期ＡＧ    訪問例会訪問例会訪問例会訪問例会    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

○宮園 丸忠 会員歳, 

急逝細れました。 

心より斎冥福燦 

お祈り致します。 

 

 

西谷 満 会員より 

宮園会員燦偲珊で 

お話燦頂済ました。 

日時 コケゲシ 年 シ 月 コ 日膅木䐢 

会場 フ箵ックスホテ䈎 ゴデ 

行事 諸事お祝い 

出席 ゴス 名 コシ 名 本日の出席率  シス.サコ% 

 

月報月報月報月報    第第第第12121212号号号号    7777月月月月7777日発行日発行日発行日発行    

ゲケゲゲゲケゲゲゲケゲゲゲケゲゲ    

日時 コケゲシ 年 シ 月 ズ 日膅木䐢 

会場 フ箵ックスホテ䈎 ゴＦ 

行事 坪井 Aト 宇野次年度 Aト 訪問例会 

出席 ゴス 名 コズ 名 本日の出席率  ジシ.ゴコ% 

ゲケゲコゲケゲコゲケゲコゲケゲコ    



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

今年度雑あ碕少裁残際坂砕削作三擦裁冴甑 

本日朔親睦旅行燦計画裁崎い冴坂済腰南紀勝浦埼昨例会埼際甑 

楽裁札削裁崎採三擦裁冴甑 

梅雨真榊冴坂中埼際甑 

採徃気祭罪材い冴采燦言え擦在珊歳腰 

鷺う財皿い思い出碕作三擦際様腰 

採楽裁札い冴坂砕参柵思い擦際甑 

鷺う財皿山裁采採願い致裁擦際甑 

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,植隰 悦子,徂田 正隆,大川 和彿,岡井 功, 

奥村 清隆,小濱 彰男,佐藤 光宏,清水 濯昭,鈴木 康,田中 和弘,

橋本 悟,脇 文彦,  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                                                                                

◎擦犀山咲采裁会席碕南紀勝浦温泉匙甑 

南紀勝浦温泉婚栽肴う晒御苑恨埼親睦例会甑 

那智昨滝/熊野那智大社別宮飛瀧神社質熊野）玉大社燦参拝甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

12日削親睦バス旅行埼南紀勝浦匙斎家族含薩20名埼行榊崎参

三擦裁冴甑梅雨昨擦榊冴中埼際栽晒採徃気祭罪材い冴采朔言え擦

在珊歳雨昨予報坂榊冴削雑栽栽わ晒剤午前中朔曇三埼裁冴甑例会

後削擦犀山咲采裁会席燦い冴坂済始ラ士師雑甑例会場昨栽肴う晒

御苑燦出発際傘祭山栽晒雨歳降三出裁擦裁冴歳腰予定通三昨行程腰

那智昨滝燦見学腰熊野）玉神社参拝等際冊崎楽裁札擦裁冴甑帰三

雑バス昨中埼ビンゴ志実ム作鷺楽裁札腰児鴫ックスホテ識削帰榊

崎来擦裁冴甑採世話裁崎託細榊冴方々あ三歳碕う斎菜い擦裁冴甑 

志スト志スト志スト志スト                                                                                     

奥村 武志 様,福本 和也 様,直1名様甑 

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,徂田 正隆,奥村 清隆,川口 好宏,北出 誠, 

小濱 彰男,越山 明,清水 濯昭,鈴木 康,隴東 正,橋本 悟, 

鴻原 光,山託 茂紀, 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                                                                                

◆◆◆◆    事業報告事業報告事業報告事業報告    

懇副会長。会長エ鴫クト)昏    清水 濯昭 会員 

懇副会長。クラ字奉捗委員長)昏  坂本 昇 会員 

懇ＳＡＡ。直前会長)昏      立岡 秀之 会員 

懇副幹事。例会運営委員長)昏   鴻原 光 会員 

懇副幹事昏           橋本 悟 会員 

懇職業奉捗委員長昏       西村 伸久 会員 

懇社会奉捗委員長昏       奥村 清隆 会員 

懇国際奉捗委員長昏       小濱 彰男 会員 

懇インタ実アクト委員長昏    植隰 悦子 会員 

懇親睦委員長。直前幹事)昏    越山 明 会員 

懇会員増強委員長昏       鈴木 康 会員 

日時 コケゲ6 年 6 月 ゲコ 日膅日䐢 

会場 南紀勝浦方面 

行事 バス旅行 

 

月報月報月報月報    第第第第12121212号号号号    7777月月月月7777日発行日発行日発行日発行    

ゲケゲゴゲケゲゴゲケゲゴゲケゲゴ    
ゲケゲサゲケゲサゲケゲサゲケゲサ    

日時 コケゲ6 年 6 月 ゲ6 日膅木䐢 

会場 フ箵ックスホテ䈎 ゴF 

行事 事業報告 

出席 ゴ8 名 コサ 名 本日の出席率 6ゴ.ゲ6% 



会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶 林 菖蒲                

21日削祭昨地区昨会長幹事会燦開済ま裁冴甑 

皆細珊昨思い朔輪載埼裁冴甑 

昨年昨今頃朔一年碕いう長い間 

鷺う作傘昨坂山う碕不安埼裁冴歳腰 

今削至三ま際碕メンバ実昨皆様昨 

心強い応援碕御協力昨採栽砦埼 

乗三越え傘祭碕歳出来腰 

罪昨琢腰一年間斎苦労細ま 

碕いう言葉燦い冴坂済嬉裁い埼際甑 

隰阪RC細珊隰阪東RC細珊雑 

罪参財参今週最終例会燦終わ晒参ま裁冴甑 

山桜RC雑本日歳今年度最終例会碕作三ま際甑 

当ク鹿字朔竺実タ式実ク鹿字昨基本埼あ傘 

例会燦楽裁い例会削裁冴い碕目標燦立崎ま裁冴甑 

罪裁崎例会場埼顔燦合わせ採互い歳気軽削採裁皐べ三昨出来傘環

境歳生ま参参柵良い碕思っ崎いま裁冴甑 

出席率雑アッ寺裁皆様昨斎協力雑あ三腰あ傘程度目標削近咲砕冴

栽碕思っ崎いま際甑 

清水エ鴫クト腰鷺う財更作傘来期朔腰Better作成果燦 

採出裁託細い甑 

例会朔本日埼終わ三埼際歳腰 

26日削朔婚隰阪産濯珍花碑建立記念式典恨碕婚除幕式恨削 

出席裁作砕参柵作晒作い碕いう大役歳残っ崎いま際歳腰 

今年一年間鷺う雑あ三歳碕う斎菜いま裁冴甑 

最後削夏昨一句読ませ崎託細い甑 

ｗ碕び入三埼ｗ碕び入三埼ｗ碕び入三埼ｗ碕び入三埼    輪削碕砕込む鯖輪削碕砕込む鯖輪削碕砕込む鯖輪削碕砕込む鯖    初浴衣ｘ初浴衣ｘ初浴衣ｘ初浴衣ｘ    

あ三歳碕う斎菜いま裁冴甑 

 

 

◎◎◎◎201』201』201』201』～～～～2016201620162016年度年度年度年度    皆出席皆出席皆出席皆出席    表彰表彰表彰表彰    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

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                                                                    

林 菖蒲,長井 源基,井口 篤,植隰 悦子, 岡井 功,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 康,立岡 秀之,西谷 満,隴東 正,鴻原 光,村田 耕一, 

山託 茂紀,脇 文彦, 以琢以琢以琢以琢20202020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：23232323,000,000,000,000 円円円円埼裁冴甑 

コケ 年 鈴木  康   

ゲシ 年 佐藤 光宏   

ゲザ 年 清水 三昭   

ゲゴ 年 林  菖蒲   

ゲコ 年 奥村 清隆   

ゲゲ 年 岡井  功   

ゲケ 年 植松 悦子   

 シ 年 立岡 秀之   

 サ 年 長井 源基 田中 和弘 

 コ 年 小濱 彰男   

 ゲ 年 橋本  悟   

日時 コケゲシ 年 シ 月 コゴ 日膅木䐢 

会場 フ箵ックスホテ䈎 ゴF 

行事 引継例会 

出席 ゴ8 名 コサ 名 本日の出席率 シゴ.ゲシ% 

 

月報月報月報月報    第第第第12121212号号号号    7777月月月月7777日発行日発行日発行日発行    

ゲケゲザゲケゲザゲケゲザゲケゲザ    

ろろろろ松阪産三珍花碑建立記念式典松阪産三珍花碑建立記念式典松阪産三珍花碑建立記念式典松阪産三珍花碑建立記念式典わわわわととととろろろろ除幕式除幕式除幕式除幕式わわわわ    

皆出席・表彰者皆出席・表彰者皆出席・表彰者皆出席・表彰者    



 

引継例会 

月報月報月報月報    第第第第12121212号号号号    】】】】月月月月】】】】日発行日発行日発行日発行    

懇懇懇懇米山委員会米山委員会米山委員会米山委員会：：：：西谷西谷西谷西谷    委員長昏委員長昏委員長昏委員長昏    懇懇懇懇Ｒ財団委員会Ｒ財団委員会Ｒ財団委員会Ｒ財団委員会：：：：岡井岡井岡井岡井    委員長昏委員長昏委員長昏委員長昏    懇懇懇懇環境保全委員会環境保全委員会環境保全委員会環境保全委員会：：：：鈴木鈴木鈴木鈴木    委員長昏委員長昏委員長昏委員長昏    

懇懇懇懇クラブ管理委員会クラブ管理委員会クラブ管理委員会クラブ管理委員会：：：：太田太田太田太田    委員長昏委員長昏委員長昏委員長昏    
懇懇懇懇出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会：：：：山下山下山下山下    委員長昏委員長昏委員長昏委員長昏    懇クラブ奉仕委員会：坂本懇クラブ奉仕委員会：坂本懇クラブ奉仕委員会：坂本懇クラブ奉仕委員会：坂本    委員長昏委員長昏委員長昏委員長昏    

会⻑＆幹事 引継 

乾杯 挨拶：佐藤 会員 


