
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                                                  

肘陰矢昨斎碕し碕申し擦す歳腰会長燦襲名し早や11ヶ月歳過

災擦した甑色珊作宙削遭遇し擦した歳腰超年昨会長及び幹宙朔腰

婚竺実祉式実昨手62要覧恨燦見傘祭碕作采終わ山う碕し崎採三擦

す甑そ昨分皆様削朔腰大変御迷惑燦採掛砕し擦した甑祭参晒朔坂

本嗣鴫屍詞削引済61犀わ砕埼す歳質質１年間燦経崎腰地区昨要望

朔腰最初栽晒終わ三擦埼〝増強〟埼した甑そ参削皿三超回昨会長

挨拶削盛三Ů札擦した甑  

 

 

 

 

 

～明日昨耿歳屍鹿字昨た薩削～～明日昨耿歳屍鹿字昨た薩削～～明日昨耿歳屍鹿字昨た薩削～～明日昨耿歳屍鹿字昨た薩削～ 

婚竺実祉式実昨菱輩碕し崎常削学び腰研修燦積札腰人闍燦育耨し

崎い采祭碕歳優44作会員昨確保削繋歳傘碕考え擦す昨埼会員増強

昨為削雑腰45たち現役歳〝超〟始動し擦し鮫う甑恨45雑素直作心埼

自身燦磨い崎い砕傘場碕し崎松阪山桜ＲＣ昨腰祭昨出逢い削感謝

し腰超後雑皿三一層腰幹宙共々頑張三擦す甑又腰残傘1ヶ月腰45

昨生涯埼忠度碕無い埼あ山う〝ＲＣ会長〟燦楽し札たい埼す甑 

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              

●例会後腰理宙会歳あ三擦す甑 

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,鴻原 肘, 井口 篤,岡井 功, 川口 好宏,小濱 痙男, 

坂本 昇,鈴木 康,Ǔ {理子,西谷 満,橋本 悟,林 擦細子, 

坂東 正,福本 和也, 宮園 隆貴,闌田 耕一,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：2】,0002】,0002】,0002】,000 円円円円埼した甑 

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

■超月昨諸宙採祝い■超月昨諸宙採祝い■超月昨諸宙採祝い■超月昨諸宙採祝い    

懇会員誕生日昏 

3日 西闌 伸久 会員 

4日 川口 好宏 会員 

5日 立岡 44之 会員 

懇配偶者昨採誕生日昏 

2日 闌田 z千子 様 

5日 小濱 裕美 様  

5日 脇 尚美 様 

6日 鈴木 登志子 様 

15日 鈴木 札鷺三 様 

30日 西谷 千津子 様 

懇結婚記念日昏 

18日 奥闌 清隆 会員 

20日 Ǔ {理子 会員 

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                                                  

初薩削腰質質質質6月 3日削鴻原幹宙昨採母様歳亡采作晒参擦し

た甑謹珊埼斎冥福燦採祈三申し琢砦擦す甑鴻原幹宙削朔腰深い愛

燦注い埼頂いた母削報い傘べ采腰祭参栽晒雑活躍し崎頂済た采思

い擦す甑 

菱日昨誌ュ実ス埼朔腰世界各地埼異常気象削伴う災害腰異変等

歳紹跳細参崎い擦した甑斎存知栽碕思い擦す歳腰始試私埼朔海水

面皿三 46M昨流氷腰イン詩埼朔 60分削 89昨雷甑又腰海水昨温

度昨琢昇埼海水面歳琢歳三ハワイ昨ワイ姿姿埼朔砂浜昨減少歳62

い崎い擦す甑ア磁式始本土埼朔試イア姉鹿昨滝歳凍三甑又腰南極

埼 17.5℃擦埼温度歳琢歳榊た碕栽腰日本雑含薩児イ式侍ン腰台湾

等昨ゲ式鹿豪雨削皿傘災害等腰地球歳採栽し采作三肴肴あ傘皿う

埼す搾甑 

話燦戻し擦す歳腰年度初薩 7月昨例会ｗ屍鹿字児四実鹿痔ｘ埼

婚屍鹿字昨例会燦意義あ傘雑昨削す傘削朔恨削肴い崎話し合榊た

昨燦覚え崎頂い崎い傘埼し鮫う栽甑超腰例会削求薩晒参傘貴重作

斎意見等昨 9項目燦頂済擦した甑宙務所削貼榊崎あ三擦す歳腰超

一度斎覧削作晒参腰将来昨耿歳屍鹿字昨繁栄昨た薩削雑腰次年度

削持ち越細作い皿う削努薩崎頂済たい碕思い擦す甑 

次週 15日昨例会昨寺竺市鹿痔朔腰宙業報告碕作榊崎採三擦す甑

理宙役員腰理宙昨方腰大変斎苦労燦採掛砕した碕思い擦す甑 

報告燦楽し札削し崎い擦す甑 

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              

●【月1』日。木)腰22日。木)朔腰個人写{燦撮痣致し擦す甑 

●【月22日。木)朔腰集合写{燦撮痣致し擦す甑 

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,鴻原 肘, 北出 誠,小濱 痙男,越山 明,坂本 昇, 

田中 和弘,西 大輔,前川 佳久,闌田 耕一,山託 茂紀  

以琢以琢以琢以琢11111111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：20,00020,00020,00020,000 円円円円埼した甑 

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告                                                                                

林出席委員長：2016-2017年度 皆出席者昨確認甑 

 

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

■屍鹿字管理委員会担当例会■屍鹿字管理委員会担当例会■屍鹿字管理委員会担当例会■屍鹿字管理委員会担当例会：田中委員長：田中委員長：田中委員長：田中委員長    卓話卓話卓話卓話    

 

日時 コケゲジ 烝 シ 月 ゲ 日膅木䐢 

会場 竴箵ックスホテ䈎 ゴF 瓫烋安の間𤭖 

行事 諸事お祝い 

出席 会員数 ゴス 名 コジ 名出席 本日の出席率 ジゲ.ケザ% 

 

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    

ゲケゲケゲケゲケザシザシザシザシ    

日時 コケゲシ 烝 シ 月 ス 日膅木䐢 

会場 竴箵ックスホテ䈎 ゴＦ 瓫烋安の間𤭖 

行事 クラ𥫤管理委員会担当例会 

出席 会員数 ゴス 名 ゴケ 名出席 本日の出席率 ジシ.ズコ% 

ゲケザジゲケザジゲケザジゲケザジ    



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                                              

昨年昨七夕昨日7鏤 7日昨 1017回例会~1058回例会埼 41回

昨例会燦細せ崎頂済擦裁冴甑22日昨1059回例会埼最終例会碕裁腰

ア識コ実識等雑振舞い擦際甑29日昨 1060回例会朔腰寺ロ市鹿ム

琢腰早朝例会碕作三擦際甑 

本日昨寺ロ市鹿ム朔腰事業報告埼際甑理事役員及索理事昨方腰今

年度会長昨指棡力昨無細苦労話等歳今日昨報告削反映細参そう埼

際甑 

諸事情埼朔斎菜い擦際歳腰6鏤8日松阪地区防火協会皿三45昨

所属際傘会社ｗ清水商会ｘ歳婚優良防火推進事業所恨昨表彰燦頂

済擦裁冴甑理ょ碕裁崎腰我社歳ｗ消防設備業務燦通載冴社会貢献質

法痛作鷺燦厳守裁冴適正作消防用設備昨設置ｘ碕いう祭碕埼裁冴甑 

347事業所昨中栽晒昨受賞埼際歳腰設備業社祭昨賞燦頂采昨朔初

薩崎昨事坂そう埼際甑大変名誉作祭碕碕裁崎喜珊埼頂戴致裁冴所

存埼斎菜い擦際甑祭参削恥載作い様腰一生懸命精進裁冴い碕腰祭

参栽晒雑頑張三擦際甑 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告 懇代行：橋本代行：橋本代行：橋本代行：橋本    悟悟悟悟昏              

●『鏤20日例会削崎協力燦採願い裁擦裁冴腰婚策山采珊燦救う会恨

栽晒昨採礼状歳届済擦裁冴甑θ3『,000円送金χ 

●【鏤22日昨最終例会削ワイン質焼酎昨持阪Ů札歳可能埼際甑 

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,徂ゅ 正隆, 川口 好宏,北出 誠,椌濱 彰男,

坂本 昇,橋本 悟,林 菖蒲,福本 和也,前川 佳久,山託 茂紀 

通琢通琢通琢通琢12121212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：1111】,000】,000】,000】,000 円円円円埼裁冴甑 

米山記念奨学会特別寄付米山記念奨学会特別寄付米山記念奨学会特別寄付米山記念奨学会特別寄付    表彰状表彰状表彰状表彰状授与授与授与授与                                                                        

婚大川婚大川婚大川婚大川    和彿和彿和彿和彿    会員会員会員会員恨恨恨恨    

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    

懇懇懇懇理事役員理事役員理事役員理事役員昏昏昏昏坂本 昇,北出 誠,鈴木 康,林 菖蒲,奥村 清隆    

懇理懇理懇理懇理            事昏事昏事昏事昏橋本 悟,ゅ中 和弘,山託 茂紀,徂ゅ 正隆, 

村ゅ 耕一,西村 伸久,西 大輔 

懇委懇委懇委懇委    員員員員    長昏長昏長昏長昏川口 好宏 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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                                              

光陰矢昨斎碕裁碕申裁擦際歳腰会長昨採役目燦頂い崎栽晒1年

歳過災腰振三返っ崎御礼碕感謝燦細せ崎頂済擦際甑 

各委員会担当昨例会削朔色々碕奮起裁崎頂済腰不勉強埼あ傘45削

不満雑腰あっ冴栽碕思い擦際歳真心栽晒斎協力頂済腰深采御礼申

裁琢砦擦際甑何雑裁崎い作い年度埼際歳腰報告碕作傘碕腰結構あ

傘雑昨埼際搾甑抜粋裁崎報告致裁擦際歳漏参昨あ傘委員会昨方朔

斎容赦願い擦際甑 

婚割愛：201【年】鏤～201】年【鏤 報告事項恨 

今後昨松阪山桜ロ実タ式実屍鹿字昨繁栄碕発展燦祈念裁崎45昨本

年度昨事業報告碕致裁擦際甑静聴鐚難う斎菜い擦裁冴甑 

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                  

●地区関係削出席細参冴方昨旅費支給確認致裁擦際甑 

地区への委嘱状地区への委嘱状地区への委嘱状地区への委嘱状    交付交付交付交付                                                                    

婚奉仕寺ロジェ屍ト部門 社会奉仕椌委員会恨植松 悦子 

婚奉仕寺ロジェ屍ト部門 国際奉仕椌委員会恨徂ゅ 正隆 

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,植松 悦子,徂ゅ 正隆,岡井 功,奥村 清隆,

川口 好宏,椌濱 彰男,越 山明,坂本 昇,佐藤 光宏,鈴木 康,   

立岡 44之,ゅ中 和弘,Ǔ 真理子,西 大輔,橋本 悟,林 菖蒲, 

林擦細子,坂東 正,福本 和也,前川 佳久,水井 澄彿,宮園 隆貴,

山託 茂紀,脇 文彦 通琢2【2【2【2【 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：』2,000』2,000』2,000』2,000 円円円円埼裁冴甑 

皆出席表彰皆出席表彰皆出席表彰皆出席表彰                                                                                    

■■■■201【201【201【201【－－－－201】201】201】201】年度年度年度年度    皆勤会員皆勤会員皆勤会員皆勤会員    

 懇21年昏鈴木 康  懇1【年昏清水 濯昭懇1『年昏林 菖蒲 

 懇13年昏奥村 清隆懇12年昏岡井 功  懇11年昏植松 悦子 

 懇 』年昏ゅ中 和弘懇 3年昏椌濱 彰男懇 2年昏橋本 悟 

 懇 1年昏鴻原 光腰Ǔ 真理子 

会長・幹事へ花束会長・幹事へ花束会長・幹事へ花束会長・幹事へ花束    贈呈贈呈贈呈贈呈                                                        

    

    

    

    

    

懇親会懇親会懇親会懇親会    19191919：：：：40404040～～～～20202020：：：：30303030    

日時 コケゲジ 烝 シ 月 ゲザ 日膅木䐢 

会場 フ箵ックスホテ䈎 ゴF 瓫烋安の間𤭖 

行事 事業報告 

出席 会員数 ゴス 名 ゴケ 名出席 本日の出席率 ジシ.ズコ% 

 

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    

ゲケゲケゲケゲケザザザザスススス    

日時 コケゲシ 烝 シ 月 ココ 日膅木䐢 

会場 フ箵ックスホテ䈎 ゴF 瓫烋安の間𤭖 

行事 今期最終例会 

出席 会員数 ゴス 名 ゴコ 名出席 本日の出席率 スサ.コゲ % 

ゲケザズゲケザズゲケザズゲケザズ    


