
会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    懇清水懇清水懇清水懇清水    三昭昏三昭昏三昭昏三昭昏                                            

本日朔腰ＩＡ担当例会埼す甑昴学園栽晒顧問昨野呂菱生質奥田

菱生腰使ンタ実仔クタ実昨糸川細珊腰瀬虜細珊腰水谷細珊昨3隣

歳札え崎採三擦す甑報告宜裁く採願い裁擦す甑 

又腰耿歳ク鹿ブ削碕っ崎大変嬉裁い腰良い採知晒せ歳鐚三擦す甑 

私達昨仲間埼昨烝 6鏤削亡く作晒参た宮園炭忠細珊昨斎子息腰隆

貴細珊歳本日付け埼入会致裁擦す甑宮園隆貴様腰皿う祭そ甑会員

一輪採待ち裁崎採三擦裁た甑私朔採父琢碕朔腰輪期埼入会日雑一

緒埼あ三擦裁た甑そ裁崎初薩崎例会終了後腰愛宕削誘っ崎く参た

昨朔腰宮園細珊碕西谷細珊埼裁た甑亡く作晒参た 20日前腰岐阜

埼行わ参たＩＡ教師部会削腰宮園細珊碕植隰細珊昨3人埼出席裁腰

ｗ昼食朔俺歳出す栽晒ｘ碕腰斎馳走裁崎頂いた昨歳最後碕作三擦

裁た甑話朔変わ三擦す歳5鏤 3日~5日昨台湾隴橋西区扶輪社昨

24周烝記念式斌削参盆頂いた方腰採疲参様埼裁た甑交流質親交朔腰

一層深擦った碕思い擦す甑出席者 300人以琢歳見守傘中腰来賓挨

拶朔極限燦超え擦裁た甑祭昨皿う作体験朔一生裁作い碕思い擦裁

た甑そ昨反面腰達耨感雑あ三腰懇親歯実至伺実埼頂いた採酒朔最

高削美味埼裁た甑私燦隰阪山桜RC会長削裁崎頂いた皆細珊削感

謝！感謝！埼裁た甑 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告 懇鴻原鴻原鴻原鴻原    光光光光昏              

●例会後理宙会 ●2016-17烝度地区大会宙務局歳閉鎖細参擦す甑 

●5鏤昨竺実タ式実鴫実詞朔 １詩識＝110付 埼す甑 

志スト志スト志スト志スト                                                                                    

懇昴学園高等学校 使ンタ実仔ク詞部昏 

教員：野呂 悦子 様腰奥田 智美 様 

生徒：糸川 愛夏 様腰瀬虜 優希 様腰水谷 京香 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                                                                    

清水 濯昭,鴻原 肘, 奥村 清隆,椌濱 彰男,坂本 昇,田中 和弘,

西谷 満,西村 伸久,橋本 悟,林 菖蒲,林 擦細子,坂東 塡, 

前川 佳久,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 付付付付埼裁た甑 

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                  

懇懇懇懇宮園宮園宮園宮園    隆貴隆貴隆貴隆貴    氏昏紹跳者：西谷会員 

職業分類婚機械工彬販売恨 

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

使ンタ実仔ク詞委員会担当例会使ンタ実仔ク詞委員会担当例会使ンタ実仔ク詞委員会担当例会使ンタ実仔ク詞委員会担当例会：西村委員長：西村委員長：西村委員長：西村委員長    

昴学園高等学校昴学園高等学校昴学園高等学校昴学園高等学校    使ンタ実仔ク詞部使ンタ実仔ク詞部使ンタ実仔ク詞部使ンタ実仔ク詞部    

糸川 様腰瀬虜 様腰水谷 様 

 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    懇清水懇清水懇清水懇清水    三昭昏三昭昏三昭昏三昭昏                                                  

本日朔腰諸宙採祝い腰会長エ鴫ク詞所信表明碕 

作っ崎採三擦す甑又 5鏤誕生鏤昨方腰 

採薩埼碕う斎菜い擦す甑最近一部昨烝代層埼経験値碕いう言葉歳

使わ参傘そう埼す甑私昨場合腰昭和 25烝生擦参埼 66歳埼す碕答

え擦す甑一般的作日本昨烋均烝齢栽晒 66燦引く碕余命何烝栽朔

概搾推測細参擦す甑埼雑腰経験値朔 0歳栽晒昨幼烝期腰少烝期腰

青烝期腰現在碕いう祭碕削作三腰会話昨中身歳膨晒札大済く変わ

傘そう埼す皿甑5鏤 13日四日市都ホ至識埼開催細参擦裁た次期会

員増強研修セミ試実削腰私碕次期会長昨坂本会員碕次期増強委員

長昨椌濱会員昨3隣埼行っ崎擦い三擦裁た甑歯ネ識視伺ス始ッシ

ョン埼朔腰増強削関裁崎朔ｗ会長質焙宙昨や傘気昨札ｘ碕いう祭

碕埼裁た甑次期坂本会長腰次期橋本焙宙や傘気埼宜裁く採願い裁

擦す甑21日朔姉飼試実杯野球大会埼す甑祭参歳私削取っ崎最後昨

対外的行宙碕作三擦す甑斎協力宜裁く採願い裁擦す甑 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告 懇鴻原鴻原鴻原鴻原    光光光光昏              

●薬物乱用防溺指棡啓発団体へ昨委嘱状歳届い崎採三擦す甑 

●2018-2019烝度夏期派遣学生募集案不歳届い崎採三擦す甑 

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                                                                    

清水 濯昭,鴻原 肘,植隰 悦子,太田 塡隆,岡井 凡,川旅 好宏, 

椌濱 彰男,坂本 昇,鈴木 康,橋本 悟,福本 和也,山託 茂紀         

以琢以琢以琢以琢12121212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：22,00022,00022,00022,000 付付付付埼裁た甑 

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

■超鏤昨諸宙採祝い■超鏤昨諸宙採祝い■超鏤昨諸宙採祝い■超鏤昨諸宙採祝い    

懇会員誕生日昏 

2日 村田 耕一 会員   

13日 西谷 満 会員 

1】日 短羽 崇 会員 

18日 鈴木 塡之 会員 

2『日 林 擦細子 会員 

28日 前川 佳久 会員 

懇配偶者昨採誕生日昏 

 1日 福本 焜恵 様 

 2日 短羽 亜紀 様 

1『日 辻 博文 様 

31日 宮園 祐華 様 

懇結婚記念日昏 

 9日 鈴木 康 会員腰1』日 隴東 塡 会員 

■■■■会長エ鴫ク詞所信表明会長エ鴫ク詞所信表明会長エ鴫ク詞所信表明会長エ鴫ク詞所信表明 

日時 コケゲジ 烝 ザ 月 ゲゲ 日膅木䐢 

会場 フ箵ックスホテ䈎 ゴF 瓫烋安の間𤭖 

行事 インタ籞アクト委員会担当例会 

出席 会員数 ゴス 名 コス 名出席 本日の出席率 ジゴ.シス% 

 

月報月報月報月報    第第第第11111111号号号号    【【【【月月月月1111日発行日発行日発行日発行    

ゲケザゴゲケザゴゲケザゴゲケザゴ    

日時 コケゲシ 烝 ザ 月 ゲス 日膅木䐢 

会場 フ箵ックスホテ䈎 コＦ 瓫ベ䈎ホ籞䈎𤭖 

行事 諸事お祝い籗会長エ箵クト所信表明 

出席 会員数 ゴス 名 コザ 名出席 本日の出席率 シザ.ジズ% 

ゲケザサゲケザサゲケザサゲケザサ    

坂本坂本坂本坂本    昇昇昇昇 会⻑エレクト 



会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    懇清水懇清水懇清水懇清水    三昭昏三昭昏三昭昏三昭昏                                                  

両国国技館埼行わ参崎い傘大相撲埼際歳幕不10枚目昨婚晝良恨

朔腰今日勝っ崎10勝 2敗碕裁ま裁た甑力士碕裁崎朔小細い歳錆

え削人気歳あ三ま際歳腰最近体歳大済采作三力士晒裁采作っ崎済

ま裁た甑 

本日昨寺竺市鹿ム朔腰 

晝野ガ飼ナ実補佐訪問例会碕 

作っ崎採三ま際甑 

ガ飼ナ実補佐エ鴫屍ト昨百木様碕 

斎一緒削採越裁頂い崎採三ま際甑 

祭昨一年間腰忙裁い日々燦送晒参た碕 

思いま際歳腰今回朔公式訪問昨最後埼あ三腰 

又腰親子昨関係削あ傘屍鹿字訪問埼際甑 

故削式鹿ッ屍ス燦細参崎い傘碕思いま際甑 

そ裁崎腰21日削開催細参た婚第24回ガ飼ナ実杯野球大会恨昨始

球式燦補佐削採願い裁たわけ埼際歳腰採見事昨投球埼裁た甑サウ

スポ実碕朔存載ませ珊埼裁た甑 

我歳松阪山桜屍鹿字野球輪好会朔腰最託位埼あ三ま裁た歳ガ飼ナ

実補佐昨見晤傘前埼各選手歳恥載作い寺鴫実歳出来た碕思っ崎採

三ま際甑 

坤ガ飼ナ実補佐如何埼裁た埼裁鮫う栽？墾 

今後も輪好会昨意義燦示裁腰生済たい碕思いま際甑 

委員会報告埼腰輪好会監督鈴木康会員栽晒腰斎協力昨採礼及索報

告歳作細参傘碕思いま際甑 

そ裁崎腰今日昨例会歳終わった晒腰い皿い皿最終月燦迎えま際甑 

6月朔諸事採祝い栽晒始ま三腰新旧引継災例会腰事業報告腰今期

最終例会碕残三4回埼際甑 

痩せ傘事燦覚悟裁崎採三ま裁た歳腰幹事共々身体削朔あま三変尤

歳見晒参ませ珊埼裁た甑そ昨分腰関係者削朔斎心配燦採掛け裁崎

い傘も昨碕思っ崎採三ま際甑 

後少裁埼御燼いま際甑 

斎協力燦賜三ま際皿う採願い致裁ま際甑 

ガ飼ナ実補佐 晝野細ま腰ガ飼ナ実補佐エ鴫屍ト 百木細ま 

本日朔宜裁采採願い致裁ま際甑 

 

 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告 懇鴻原鴻原鴻原鴻原    光光光光昏              

●歯ストガ飼ナ実福井隆男様歳斎逝去細参ま裁た甑 

     坤謹珊埼斎冥福燦採祈三いた裁ま際甑墾 

●皆様栽晒斎寄付燦裁崎頂いた坤策山采珊燦救う会墾栽晒 

採礼状歳届済ま裁た甑 

●【月昨竺実タ式実鴫実ト朔 ＄１＝110付埼際甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビ施タ実質志旨トビ施タ実質志旨トビ施タ実質志旨トビ施タ実質志旨ト                                                                    

懇松阪質東紀渝市識実寺昏 

ガ飼ナ実補佐       晝野晝野晝野晝野    恭生恭生恭生恭生    様様様様 

次年燵ガ飼ナ実補佐 百木百木百木百木    孝司孝司孝司孝司    様様様様    

    

 

 

 

 

 

 

 

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                                                                    

晝野 恭生 様,百木 孝司 様,清水 濯昭,鴻原 光       

井口 篤,植松 悦子,奥村 清隆,滿口 好宏,戻出 誠,小濱 彰男, 

越山 明,佐藤 光宏,立岡 秀之,西村 伸久,橋本 悟,林 菖蒲, 

坂東 正,山託 茂紀          

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：    「「「「「「「「,000,000,000,000 付付付付埼裁た甑 

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

■■■■晝野恭生ガ飼ナ実補佐訪問例会晝野恭生ガ飼ナ実補佐訪問例会晝野恭生ガ飼ナ実補佐訪問例会晝野恭生ガ飼ナ実補佐訪問例会 

    

日時 コケゲジ 年 ザ 月 コザ 日膅木䐢 

会場 フ箵ックスホテ䈎 コF 瓫ベ䈎ホー䈎𤭖 

行事 宇野ＡＧ訪問例会 

出席 会員数 ゴス 名 コザ 名出席 本日の出席率 シザ.ジズ% 
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ゲケゲケゲケゲケザザザザザザザザ    


