
会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶 清水 三昭                        

始薩削腰戻海道腰東戻燦襲榊冴台風10号埼腰亡采作晒参冴方々

削採悔札申裁琢砦擦際甑又腰被災細参冴多采昨方々削採見舞い申

裁琢砦擦際甑会長就任【0日歳過災腰後300日程碕作三擦裁冴甑最

後擦埼醯栽い斎支援碕斎盆護燦採願い致裁擦際甑菱週朔腰職場例

会埼山託委員長削採世話燦掛砕擦裁冴甑鐚難う斎菜い擦際甑自然

界歳人間削里拶際底知参咋怖細燦感載擦裁冴甑環境歳回復裁菱代

社長昨皿う作景気歳取三戻細参参柵腰愛宕町雑腰雑榊碕元気削作

傘碕思い擦際甑山託社長腰祭参栽晒雑爰民昨冴薩削職業奉仕燦採

願い裁擦際甑朝刊埼祭珊作記事歳載榊崎い傘昨燦発見裁擦裁冴甑 

19【『烝昨東京虫輪朔多采昨ス祉実燦生珊坂甑ﾏﾗｿﾝ昨円谷焜燐や仔

ベベ腰飼鴫実ボ実識昨婚東洋昨魔女恨甑観客燦魅了裁冴一人歳旧糸

史思ス竺飼姿仔昨体操選手ベ鹿質糸ャス鹿児ス始細珊坂榊冴甑採

碕碕い】『烝昨生涯燦閉載冴甑濯肴昨金磁私識燦手削裁腰当時朔仔

使詩識昨皿う作人気坂榊冴甑祭祭擦埼朔腰一般的削知傘碕祭山埼

際歳質質質『烝後昨【8烝婚寺鹿雌昨春恨燦済榊栽砕削腰運命歳醪

転際傘甑自由尤運動燦支持際傘譏治姿勢燦貫い冴冴薩腰体操界栽

晒追譌細参冴甑名前燦偽榊崎腰ス始実児燦栽ぶ榊崎変装腰掃除婦

昨仕事燦裁崎い冴甑監獄削閉載Ů薩晒参傘栽昨皿う作日々燦送榊

崎い冴甑89烝共産党譏⑯昨破壊後削名誉回復細参冴甑日本へ昨親

近感燦何燵雑語榊崎採三腰婚琢燦向い崎歩祭う恨燦皿采歌榊崎い冴

碕いう甑東日本大震災昨昨阪腰岩手県昨津波被災地栽晒子鷺雑冴

阪燦寺鹿雌削招待裁冴甑晩烝朔ｓ歳珊ｔ燦患い作歳晒講演削積極

的削顔燦出裁腰体操昨美裁細碕碕雑削自由昨貴細燦世界昨人々削

伝え冴甑次週朔出席委員会担当例会埼際甑委員会昨方宜裁采採願

い裁擦際甑 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告 鴻原 光               

●例会後理事会 ●地区竺実祉式実財団補助金奨学生思ン支実詞 

新入会員入会式新入会員入会式新入会員入会式新入会員入会式                 

懇福本福本福本福本    和也和也和也和也 氏昏 

職業分類お建築闍料販売が 

紹 跳 者お椌濱 彰男 会員が 

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                                                                    

清水 濯昭,鴻原 肘,岡衷 凡,奥闌 清隆,川口  好宏,戻出 誠, 

椌濱 彰男 ,鈴木 爲,西 大輔,林 菖蒲,林 擦細子,隴東 正, 

山託 茂紀,脇 文彦,以琢以琢以琢以琢    1『1『1『1『名様質淋計金巸：名様質淋計金巸：名様質淋計金巸：名様質淋計金巸：19191919,000,000,000,000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                                                                                

諸事採祝い諸事採祝い諸事採祝い諸事採祝い    

懇会員誕生日昏】日Ǔ 真理子 会員,9日隴東 正 会員, 

11日鴻原 肘 会員,23日水衷 澄夫 会員    

懇結婚記念日昏1日濯野 營治郎 会員,1』日林 菖蒲 会員 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    清水 三昭             

超日栽晒歯鹿式ン侍ッ屍歳12日間昨予定埼行わ参擦際甑開会式

燦札崎腰仔試司ンス細参傘言葉削感動裁擦裁冴甑全崎昨選手削金

燦取晒在崎欲裁い気持阪削作三擦裁冴甑金磁私式ス詞歳誕生裁冴

隰阪埼朔式士虫輪昨熱気歳冷薩や擦作い碕祭山埼際歳腰土性沙羅

細珊昨土碕金燦入参替え参柵腰金性。金賞)碕作三擦際甑19日削朔

歯鴫実詩歳あ三擦際歳腰時間昨許細参傘方朔腰隰阪歳生珊坂金賞

燦称え崎欲裁い碕思い擦際甑8鏤昨ｗ竺実祉式実昨離ｘ埼規定審

議会昨事歳掲載細参崎採三。⑰書済P.『8)婚作材変更歳必要作昨栽恨

碕いう祭碕埼質質質最初昨部分坂砕紹跳裁擦際甑一部昨国や地域

埼竺実祉式実歳急）削耨長裁崎い傘一方腰会員数昨減少里び腰会

員昨高齢尤碕い榊冴問巠削直面裁崎い傘国や地域歳あ三擦際甑祭

参擦埼1』烝間腰竺実祉式実埼朔腰会員資格腰職業分類腰屍鹿字運

営削革新性燦取三入参冴試験的寺竺市鹿痔燦実施裁崎済冴甑報告

削皿傘碕腰例会方法腰会員資格腰屍鹿字へ昨参盆方法作鷺削肴い

崎腰屍鹿字歳決定埼済傘柔軟性歳多砕参柵多い察鷺屍鹿字削活気

歳生擦参腰耨長際傘傾向削あ傘事歳解榊冴罪う埼際甑擦坂続済擦

際歳腰耿々削碕榊崎避砕傘祭碕昨出来作い事昨始擦三埼雑あ三擦

際甑201『烝前半削118万人埼あ榊冴竺実祉式実昨会員数120万人

燦超え世界埼3』,11『屍鹿字腰1,209,『91名碕作榊冴甑質2【30地区

昨屍鹿字数朔】8屍鹿字腰3,1』8名碕いう事坂罪う埼際甑単純削2【30

地区昨烋均人数朔一屍鹿字『0名程埼際甑11日朔腰姉飼試公式訪

問碕姉飼試補佐訪問罪裁崎ＩＭ歳開催裁擦際甑1』日朔振替休日腰

20日朔祭日埼特別休会埼際甑29日朔腰ＩＭ報告埼際甑 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告 鴻原 光                

●再燵瓖第 15 回ロータリー全国囲碁大会瓘のご案内が届いてます。 

●9鏤昨竺実祉式実鴫実詞朔腰１㌦＝102円甑 

●中部盲棡犬誘会皿三。第』回盲棡犬育耨糸ャ式テ伺指識児大会) 

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                                                                    

清水 濯昭,鴻原 肘, 椌濱 彰男 ,坂本 昇,鈴木 爲,Ǔ 真理子, 

西 大輔,隴東 正,山託 茂紀, 

以琢以琢以琢以琢9999名様質淋計金巸：名様質淋計金巸：名様質淋計金巸：名様質淋計金巸：1『,0001『,0001『,0001『,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                                                                                

担出席委員会当例会担出席委員会当例会担出席委員会当例会担出席委員会当例会    

懇鈴木 爲 出席副委員長昏裕裕裕裕    話話話話    

会長,焙事,出席委員長歳会員削例会へ昨出席燦訴え崎雑例会へ

昨参盆歳楽裁采作い会員削碕榊崎朔無駄作時間埼裁栽無い朔剤埼

際甑埼朔出席裁冴采作傘例会碕朔鷺昨様作例会作昨栽甑 

罪参朔屍鹿字歳作傘雑昨埼朔無采会員罪参財参歳自分埼自分昨燼

傘席燦見肴砕腰罪昨時間歳自分削碕榊崎鐚益作雑昨碕作傘会員相

互昨関係燦構築際傘以外削朔無い碕思い擦際甑最近出席状況朔素

晴晒裁い数字燦表裁崎い擦際甑 

罪参朔会員間昨肴作歳三昨深細碕耨長昨証裁坂碕思い擦際甑 

日時 コケゲシ 烝 ズ 月 ゲ 日膅木䐢 

会場 フ箵ックスホテ䈎 ゴF 瓫烋安の間𤭖 

行事 諸事お祝い 

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3333 号号号号    10101010月月月月27272727日発行日発行日発行日発行    

ゲケコサゲケコサゲケコサゲケコサ    

日時 コケゲシ 烝 ズ 月 ス 日膅木䐢 

会場 フ箵ックスホテ䈎 ゴＦ 

行事 出席委員会担当例会 

出席 ゴジ 名 コサ 名 本日の出席率 シサ.スシ% 

ゲケコザゲケコザゲケコザゲケコザ    



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                                                                    

清水 濯昭,鴻原 光,植隰 悦子,太田 正隆,岡井 凡,奥闌 清隆, 

坂本 昇,佐藤 光宏,鈴木 正之, 鈴木 康,立岡 44之,西 大輔, 

西闌 伸久,橋本悟, 以琢以琢以琢以琢14141414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「0「0「0,000,000,000,000 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                                                                                

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶 清水 三昭                        

今烝腰丸一大輔細珊歳市竺実バ識補助金燦。5万㌦)溜給細参傘事

埼何栽碕勉強裁作け参柵作晒作い碕思いま際甑坂本会長エ鴫屍詞腰

小褫寺Ｒ財団委員長宜裁采採願い裁ま際甑会長挨拶朔以琢碕細在

崎頂済ま際甑ＩＭ報告碕裁崎腰後埼太田会員削採願い裁崎あ三ま

際甑簡単削採話細在崎頂済ま際甑参盆屍鹿字朔熊褫質尾鷲碕腰隰

阪」屍鹿字甑講演朔宗教法人昨釜田隆文様埼裁冴甑坤採釈迦様昨言

葉墾昨中埼腰誰雑歳自分歳一番可愛い質質質坂栽晒祭そ人削腰斎

奉仕際傘そう埼際甑。自分作三削考え傘碕奉仕裁冴分腰必剤自分削

帰っ崎采傘)そういう事栽作あ質質碕溜け流っ冴昨埼際歳甑そ昨心

朔竺実タ式実削共通裁崎い傘心埼際甑結構聞済流三削采い部分雑

あ三ま裁冴歳仏様朔心昨広い採方坂碕思いま裁冴甑合輪例会埼際

歳腰剱田ガバ試実公式訪問昨挨拶昨中埼腰ＲＣ朔分技点削あ三腰

ｗ人道奉仕ｘORｗ職業奉仕ｘ栽埼あ傘甑国際ＲＣ朔ｗ人道奉仕ｘ

削向栽っ崎い傘甑ポ式オ埼採分栽三昨皿う削大変作採金歳必要甑

ノ実ベ識烋和賞燦狙っ崎い傘栽昨皿う坂甑今昨竺実タ式実朔心昨

部分朔薄晒い埼い傘甑竺実タ式実昨心朔難裁い雑昨埼あっ崎朔い

け作い甑道徳燦大事削裁腰思い鯖三昨心埼あ傘甑ガバ試実自身腰

45昨思い願い朔ｗ職業奉仕ｘ埼際甑そ参歳一番大事埼際皿甑碕腰

採っ裁皐っ崎採三ま裁冴甑屍鹿字昨伝統腰歴史燦踏まえ崎腰屍鹿

字昨多様性腰方向性朔祭参栽晒屍鹿字削ゆ坂搾傘事碕作三腰若い

世代削スポッ詞燦当崎作け参柵いけ作い甑裁栽裁腰現状埼朔問巠

歳あ三ま際甑け参鷺雑そ参燦屍鹿字埼作珊碕栽裁作け参柵いけ作

い甑例え柵腰例会不容腰会員資格腰屍鹿字へ昨参盆方法作鷺作鷺腰

屍鹿字歳決定出来傘腰いわい傘柔軟性歳多け参柵多いほ鷺屍鹿字

削活気歳生ま参腰成長際傘傾向削進む埼あ山う甑祭参栽晒昨竺実

タ式実屍鹿字朔屍鹿字削ゆ坂搾晒参崎い傘甑碕言う祭碕埼際甑碕

強調裁崎採三ま裁冴甑一端昨報告削過災ま在珊歳腰45自身腰ＩＭ腰

ガバ試実公式訪問埼得冴全容埼斎菜いま際甑 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告 鴻原 光               

◇隰阪RC栽晒IM/公式訪問例会昨採礼状歳届済ま裁冴甑 

◇鈴鹿裁崎尾RC事務局移転昨採知晒在甑 

◇10月昨竺実タ式実鴫実詞朔腰1詩識＝10「付甑 

◇日赤濯裴県支部点訳奉仕団資闍贈呈昨報告 

◇地区青少烝交換寺竺市鹿ム質韓国報告書届済ま裁冴甑 

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                                                                    

清水 濯昭,井口 篤,奥闌 清隆,川口  好宏,小濱 彰男,西 大輔,

西谷 満,橋本 悟,林 菖蒲,隴東 正,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：14,00014,00014,00014,000 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                                                                                

ＩＭ報告ＩＭ報告ＩＭ報告ＩＭ報告    

    

懇太田 正隆 会員昏 

日時 コケゲシ 烝 9 月 ゲゲ 日膅日䐢 

会場 フ箵ックスホテ䈎 ゴF 瓫鳳凰の間𤭖 

行事 ガバナー公式訪問グガバナー補佐訪問グＩＭ 

出席 ゴジ 名 コケ 名 本日の出席率 ザザクザシ% 

 

月報月報月報月報    第第第第3333 号号号号    10101010月月月月6666日発行日発行日発行日発行    

ゲケコシゲケコシゲケコシゲケコシ    

日時 コケゲシ 烝 9 月 コ9 日膅木䐢 

会場 フ箵ックスホテ䈎 コＦ 瓫烋安の間𤭖 

行事 ＩＭ報告 

出席 ゴジ 名 コシ 名 本日の出席率 ジケクコジ% 

    


