
    

    

第第第第 1061106110611061回例会回例会回例会回例会    

懇日   時昏2017烝07鏤06日θ木χ 

懇会   場昏児鴫ッ屍旨ホ至識 2F婚ソ鴫使ユ恨 

懇寺竺市鹿痔昏百木AG訪問例会 

       超烝度理事役員及び理事紹跳 

懇出   席昏会員数38名 

       出席者27名 出席率71.05⊠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶婚坂本 昇恨                                                                

本日皿三腰新事業烝度歳旨祉実詞裁擦際甑 

姉ン飼竺ウ碕思う気持阪碕腰埼済傘坂山う栽碕思う濁安歳腰頭昨中

燦皿災三擦際甑会長碕裁崎埼済傘期間朔1烝裁栽あ三擦せ珊甑悔い

昨残晒作い皿う削自分昨思榊冴活動計画燦実施際傘皿う努力際傘所

存埼際昨埼腰会員昨皆様昨斎協力碕斎鞭撻燦賜三擦際皿う皿山裁采

採願い致裁擦際甑45歳腰初薩崎竺実祉式実昨存在燦知榊冴昨朔腰45

歳擦坂税務署員埼あ榊冴当時腰法人昨費用昨中埼竺実祉式実昨入会

金及び経常会費朔交際費腰そ昨直昨支出朔目的削応載崎寄附金又朔

交際費腰時削朔給諾碕裁崎流三扱わ参傘規定燦目削裁冴昨歳最初埼

裁冴甑そ昨後腰竺実祉式実削入会裁冴昨阪腰婚Catch Me If You Can恨

碕いう仔磁式始映画燦見冴碕済削腰竺実祉式実昨斯実ン歳目削留擦

三擦裁冴甑祭昨映画朔腰鴫士試識詩質視伺始寺式士碕詞痔質雌ン屍

旨歳出演裁旨侍識飼実市歳監督燦務薩傘作品埼腰会員昨皆様昨中削

雑目削裁冴方雑い晒榊裁皐傘栽碕思い擦際甑旨詞実式実朔腰主人公

歳歯ン仔磁式始ン航空昨歯使竺ッ詞削扮裁世界各地埼詐欺事件燦起

祭際不容燦軽快作至ンポ埼描い冴実在昨人物燦示視識削裁冴作品埼

際甑そ昨映画昨中埼腰主人公昨父歳腰事業埼成功裁竺実祉式実へ昨

入会歳許可細参腰奥様碕私ン旨燦裁作歳晒腰焜せ昨絶頂削浸榊崎い

傘斯実ン歳あ三擦裁冴甑そ昨斯実ン朔僅栽埼あ三擦裁冴歳腰超埼雑

心削残榊崎採三擦際甑仔磁式始社会埼竺実祉式実会員埼あ傘事歳腰

人生昨成功者埼あ三腰碕崎雑価値昨高い存在埼あ傘祭碕燦腰印象付

砕晒参擦裁冴甑 

入会当時腰そ昨会長削作傘碕朔想像雑埼済擦せ珊埼裁冴甑裁栽裁腰

超朔腰そ昨立場削い擦際甑映画昨皿う作旨至実祉旨燦求薩傘気持阪

朔あ三擦せ珊歳腰竺実祉式実朔素晴晒裁い奉捗活動燦裁崎い傘腰竺

実祉式仔ン朔際柵晒裁い人格者埼あ傘腰碕いう祭碕燦腰祭参栽晒雑

社会削周知際傘冴薩削腰皆様碕一緒削竺実祉式実燦学び腰楽裁札腰

実践裁崎行済冴い碕思い擦際甑 

山桜ＲŔ雑腰雑う２２烝歳経阪擦裁冴甑松阪ＲŔ腰松阪東ＲŔ昨菱

輩屍鹿字削朔擦坂擦坂及び擦せ珊歳腰一時代燦築済琢砦崎采坂細い

擦裁冴菱輩冴阪昨努力燦絶鯖際祭碕作采次烝度削肴作砦冴い碕存載

擦際昨埼腰鷺う栽皿山裁采採願い致裁擦際甑 

焙事報告焙事報告焙事報告焙事報告婚橋本 悟恨               

会例会後腰理事会及び部門責任者会議開催 

解配偶者昨採誕生日採祝い祝花昨採届砕優菱順位 

レ.斎自宅 ロ.会員事業所 ヮ.松阪山桜事務局昨順埼採届砕甑 

回烝会費入金燦採願い裁擦際甑 

塊姉飼試実事務所 /姉飼試実エ鴫屍詞事務所 /地区大会事務所開設 

壊「01』-1【烝度姉飼試実事務所閉鎖細参擦裁冴甑 

⑧竺実祉式実鴫実詞 】鏤 ⊞1＝111付埼際甑 

➉第1『回竺実祉式実韓日親善会議θ開催地：ソウ識決定χ 

懐竺実祉式実入門書θ「01【烝規定審議会削準拠χ溜付甑 

戒「018-19烝度国際青少烝交換 夏季派遣学生募集昨案不 

志旨詞質似施祉実志旨詞質似施祉実志旨詞質似施祉実志旨詞質似施祉実                                                                        

婚松阪質東紀渝市識実寺恨懇姉飼試実補佐昏百木 孝司 様 

婚松阪ＲŔ恨懇会長昏四十崎 義隆 様懇焙事昏新竹 信哉 様 

婚松阪東ＲŔ恨懇会長昏滿原 烋生 様懇焙事昏虜滿 喜久朗 様 

誌誌誌誌思誌思思誌思思誌思思誌思żＯＸżＯＸżＯＸżＯＸ                                                                        

百木 孝司 様 

四十崎 義隆 様,新竹 信哉 様,滿原 烋生 様,虜滿 喜久朗 様 

坂本 昇,橋本 悟,井旅 篤,岡井 功,奥村 清隆,滿旅 好宏 

小濱 彰男,越山 明,佐藤 肘宏,清水 濯昭,鈴木 康,立岡 44之 

西 大輔,西村 伸久,林 菖蒲,坂東 正,山託 茂紀,脇 文彦 

以琢以琢以琢以琢「」「」「」「」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：」9」9」9」9,000,000,000,000付付付付埼裁冴甑埼裁冴甑埼裁冴甑埼裁冴甑鐚難う斎菜い擦際甑鐚難う斎菜い擦際甑鐚難う斎菜い擦際甑鐚難う斎菜い擦際甑    

竺実祉式実昨小窓竺実祉式実昨小窓竺実祉式実昨小窓竺実祉式実昨小窓                                                                    

☆四肴昨至旨詞θ☆四肴昨至旨詞θ☆四肴昨至旨詞θ☆四肴昨至旨詞θFoつ三Foつ三Foつ三Foつ三----与aと 下ご上下与aと 下ご上下与aと 下ご上下与aと 下ご上下χχχχ    

職業人碕裁崎昨竺実祉式仔ン昨心構え燦腰竺実祉式実昨倫理基準栽

晒具体的削記述裁冴坤竺実祉式実倫理訓墾燦一般昨職業人削雑理解

埼済傘皿う削簡潔削擦碕薩冴雑昨歳坤四肴昨至旨詞墾埼際甑 

寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔                                                                                

 諸諸諸諸    事事事事    おおおお    祝祝祝祝    いいいい

懇会員誕生日昏 

11日西 大輔 会員 

19日小濱 彰男 会員 

「】日橋本 悟 会員 

懇配偶者誕生日昏 

09日田中 美智子 様 

1「日水井 愛 様 

懇結婚記念日昏 

0【日珎道 直紀 会員 
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新旧 会長・幹事 

バッジバッジバッジバッジ交換交換交換交換    



 

2017201720172017 年年年年----2018201820182018 年年年年    理事役員及び理事れ紹介理事役員及び理事れ紹介理事役員及び理事れ紹介理事役員及び理事れ紹介    

 

懇理事役員昏【隣 

 

   婚会長恨坂鑚坂鑚坂鑚坂鑚    昇昇昇昇 

   婚副会長θ会長嗣鴫屍詞χ恨 

    θ奉仕寺竺施史屍詞部門質責任者χ越山越山越山越山    明明明明    

   婚副会長恨θ「』周年準備委員長χ村田村田村田村田    耕一耕一耕一耕一 

   婚幹事恨橋鑚橋鑚橋鑚橋鑚    悟悟悟悟 

   婚会計恨θ会計部門質責任者χ戻出戻出戻出戻出    誠誠誠誠 

   婚ć.Ａ. Ａ.恨θ会場監督責任部門質責任者χ清水清水清水清水    三昭三昭三昭三昭    

    

懇理  事昏8隣 

 

   婚副幹事恨θ屍鹿字管理運営部門質責任者χ田中田中田中田中    和弘和弘和弘和弘 

   θ公共使メ実施部門質責任者χ奥村奥村奥村奥村    清隆清隆清隆清隆 

   θ会員増強部門質責任者及び委員長χ小濱小濱小濱小濱    彰男彰男彰男彰男 

   θ支援寺竺施史屍詞部門質責任者χ植松植松植松植松    悦子悦子悦子悦子 

   θ職業奉仕委員長χ辻辻辻辻    真理子真理子真理子真理子 

   θ社会奉仕委員長χ林林林林    擦細子擦細子擦細子擦細子 

   θ国際奉仕委員長χ鈴木鈴木鈴木鈴木    正之正之正之正之 

   θ環境保全委員長χ鴻原鴻原鴻原鴻原    肘肘肘肘    

宜裁く採願い裁擦際甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガバナろ補佐ガバナろ補佐ガバナろ補佐ガバナろ補佐    第第第第 1111 回クラブ訪問回クラブ訪問回クラブ訪問回クラブ訪問    挨拶挨拶挨拶挨拶    

    

ĺＩǘ６ǚ０地区 松阪質東紀州市識実寺 

 

姉飼ナ実補佐 百木 孝司 

 

 

姉飼ナ実補佐昨役目碕裁崎腰い栽削地区碕各屍鹿字腰屍鹿字会長碕 

昨歯使寺役碕裁崎腰情報昨伝達燦行い腰各屍鹿字歳柔軟埼活発作活

動歳出来傘皿う腰採役削立崎参柵碕考え擦際甑当市識実寺朔広範囲

埼あ三擦際歳腰祭昨中埼素晴晒裁い竺実タ式仔ン碕昨出逢い燦楽裁

札削活動裁冴い碕思い擦際甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坤竺実タ式実昨現状墾坤竺実タ式実昨現状墾坤竺実タ式実昨現状墾坤竺実タ式実昨現状墾    

 

 「01【年規定審議会削採い崎腰大済作定款昨変更歳決定裁腰そ昨内

容朔屍鹿字昨柔軟碕自主性碕腰竺実タ式仔ン歳主体性燦も肴碕言う

事埼腰そ昨鑚格的作実施歳今年度栽晒坂碕言え擦際甑 

 国際竺実タ式実昨ｗ使仔ン質鹿使枝式実会長ｘ朔腰至実爾燦坤竺

実タ式実：変尤燦も冴晒際墾そ裁崎田山姉飼ナ実朔腰地区至実爾燦

坤鑷来燦創造裁皿う墾燦掲砦晒参腰地区目標』項目及び屍鹿字目標

碕裁崎坤RI 会長賞削挑戦裁皿う墾燦活動方針碕細参擦裁冴甑 

 田山姉飼ナ実朔腰日鑚昨竺実タ式実昨良済伝統埼あ傘ｗ例会碕出

席ｘｗ職業奉仕ｘ朔継承裁肴肴腰今後昨屍鹿字運営削採砕傘自主性朔腰

世界昨竺実タ式実昨潮流碕作三肴肴あ傘中腰自分昨屍鹿字歳そ昨在

三方削肴い崎考え傘時期削作榊崎済冴昨埼朔作い栽碕言わ参崎い擦

際甑変尤そ裁崎腰そ昨1年目碕裁崎竺実タ式実昨在三方削肴い崎腰

屍鹿字削問い栽砕晒参冴至実爾埼朔作い埼裁鮫う栽？ 

 10月当地区埼開催昨使ンタ実斯至伺実璽実至伺ン市。I２)埼も腰祭

昨坤変尤碕創造墾削肴い崎歯ネ識視伺旨始ッ斯ョン燦行う事埼腰各

屍鹿字会長細珊削採願い裁擦裁冴甑各屍鹿字昨素晴晒裁い意見燦拝

聴埼済傘碕確信裁崎採三擦際甑斎期待下細い甑 

 そ裁崎田山姉飼ナ実昨熱済思い朔】月鑽昨姉飼ナ実公式訪問」屍

鹿字合輪例会昨時削詳裁く報告歳あ傘碕思い擦際甑宜裁く採願い裁

擦際甑擦裁冴菱輩冴阪昨努力燦絶や際祭碕作く次年度削肴作砦冴い

碕存載擦際昨埼腰鷺う栽皿山裁く採願い致裁擦際甑 
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第第第第 1062106210621062回例会回例会回例会回例会    

懇日   時昏2017烝07鏤13日θ木χ 

懇会   場昏児鴫ッ屍旨ホテ識 3F婚烋安昨間恨 

懇寺竺市鹿痔昏会長質事業計画発表 

       2017-18烝燵 部門責任者質委員長 挨拶 

懇出   席昏会員数38隣 

       出席者28隣 出席率73.68％ 

 

 

 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶婚坂本 昇恨                                                                

今回朔腰マ枝竺実昨欲求』段階説碕竺実タ式実昨超耿昨奉捗昨関

連燦述冊細在崎い冴坂済擦際甑ア磁式始昨心理学者埼あ三擦際ア字

鹿雌痔質マ枝竺実歳坤人間朔自己実現削向栽榊崎絶え剤耨長際傘墾

碕仮定裁腰人間昨欲求燦Ą段階昨階層埼理論尤裁擦裁冴甑 

第ǖ段階第ǖ段階第ǖ段階第ǖ段階朔生理的欲求埼腰生命燦維持際傘冴薩昨本能的作欲求埼腰

食事や睡¦腰排在肴碕い榊冴本能歳満冴細参崎い作い場合削生載傘

欲求埼際甑一般的作動物昨鴫ベ識埼あ三腰通常昨健康作人間朔腰即

燼削次昨鴫ベ識昨欲求歳発生裁擦際甑 

第ǘ段階第ǘ段階第ǘ段階第ǘ段階朔安全昨欲求埼腰良い健康状態昨維持や経済的作安定腰良

い暮晒裁昨水準や災害栽晒昨安全等昨現状燦維持裁皿う碕際傘欲求

埼際甑生理的欲求碕安全昨欲求歳満冴細参擦際碕腰 

第ǚ段階第ǚ段階第ǚ段階第ǚ段階昨社会的欲求碕愛情欲求歳表参崎済擦際甑自分歳社会削必

要碕細参崎い傘あ傘人間埼あ傘甑擦冴腰自分朔果冴際冊済社会的役

割歳あ傘人間埼あ傘碕思い冴い碕いう欲求歳生擦参擦際甑自分歳直

人栽晒価値あ傘存在埼あ傘碕ィ薩晒参傘碕腰 

第ǜ段階第ǜ段階第ǜ段階第ǜ段階埼朔尊重細参傘祭碕燦求薩傘欲求削変わ三擦際甑尊重要求

歳満冴細参傘碕腰 

第Ą段階第Ą段階第Ą段階第Ą段階埼自己実現質デ献要求歳生擦参擦際甑自分削裁栽作い能力

や可能性燦最大削活栽裁冴い腰耨長裁冴い碕いう欲求歳強く表参崎

く傘段階削作三擦際甑祭昨最終段階削入傘碕腰自分削対際傘欲求朔腰

察拶満冴細参崎裁擦榊冴状態碕作三腰そ裁崎自己超越者削朔腰直人

昨不焜削対裁崎自分昨事昨皿う削痛札燦感載傘腰自己燦超え崎直人

昨冴薩削尽く際皿う削作三擦際甑マ枝竺実歳唱え冴欲求Ą段階説朔

最終段階削作三擦際碕腰自己燦超え冴坤超耿墾碕坤奉捗墾歳表参崎

済擦際甑そ参朔腰竺実タ式実削採砕傘坤超耿昨奉捗墾削通載傘碕祭

山歳あ傘碕思わ参擦際甑 

以前昨竺実タ式実国際大会削採い崎竺実タ式実昨{昨姿朔坤E質S質

S墾碕発表細参擦裁冴甑E朔EnＯoと楽裁殺質質質毎週昨例会埼地域昨

職業燦代表際傘会員輪士歳信頼感燦高薩作歳晒心栽晒楽裁殺甑S朔

S下つＩと学鮭質質質竺実タ式実栽晒人生哲学腰職業倫理燦学び腰多く

昨会員栽晒学び腰自己研鑽裁腰人間性燦高薩傘甑 

雑う一肴昨S朔Sご三vじＨご奉捗際傘質質質坤思いや三昨心埼人昨採役削

立肴行動燦墾碕いう竺実タ式実昨奉捗燦斎く自然削自分昨生活昨中

削活栽裁腰世昨冴薩人昨冴薩削尽く際甑今回昨腰事業烝燵昨活動方

針雑坤会員昨皆様碕竺実タ式実燦学び腰楽裁珊埼奉捗裁腰親睦燦深

薩腰次世代削繋砦傘活動燦質質質質墾碕相通載傘碕祭山歳あ三擦際甑 

マ枝竺実昨欲求Ą段階説昨皿う削人碕裁崎耨長際参柵腰竺実タ式実

昨超耿昨奉捗削冴鷺三着く気歳裁擦際甑祭昨思い燦Ů薩崎腰屍鹿字

碕裁崎個人碕裁崎皆様碕今烝ǖ烝一緒削活動裁擦裁鮫う甑 

 

焙事報告焙事報告焙事報告焙事報告婚橋本 悟恨               

会姉飼試実事務所皿三腰Ęŕ開設致裁擦裁冴甑詳裁く朔事務局匙 

解米山記念奨学会皿三婚米山記念奨学会 』0烝昨あ錆札恨燦発刊  

回ＲĎ日本事務局皿三坤烝次基金寄付ゼ竺屍鹿字墾ゼ竺燦達耨！！ 

塊例会後腰臨時理事会歳あ三擦際甑 

誌誌誌誌コ誌ココ誌ココ誌ココ誌コＢŢＸＢŢＸＢŢＸＢŢＸ                                                                        

坂本 昇,橋本 悟,井口 篤,徂田 正隆,岡井 功,川口 好宏, 

小濱 彰男,清水 濯昭,鈴木 康,田中 和弘,西 大輔,林 菖蒲, 

隴東 正,鴻原 光,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：「『「『「『「『,000,000,000,000円円円円埼裁冴甑埼裁冴甑埼裁冴甑埼裁冴甑鐚難う斎菜い擦際甑鐚難う斎菜い擦際甑鐚難う斎菜い擦際甑鐚難う斎菜い擦際甑 

寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔                                                                                

会長会長会長会長    事業計画事業計画事業計画事業計画    発表発表発表発表    

1.会長賞削挑戦裁擦際甑 

「.会員燦「隣増員埼退会者燦坂細剤最終埼『0隣燦目指裁擦際甑 

」.地域腰日本腰海外埼必要碕細参屍鹿字埼達耨可能作奉捗活動燦

発掘裁肴肴腰「』周烝削桜細わ裁い奉捗活動歳埼済傘託地燦作傘甑 

『.テ団匙昨寄付 Ｒテ団補助金燦活用裁充実裁冴奉捗活動燦実践

際傘為腰テ団匙積極的削寄付燦際傘甑 

 

 2017201720172017----18181818 年度年度年度年度    部門責任者・委員長部門責任者・委員長部門責任者・委員長部門責任者・委員長    挨拶挨拶挨拶挨拶

懇屍鹿字管理運営部門昏部門責任者：田中 和弘 

   ［出席委員会］鈴木 康 出席委員長 

   ［親睦委員会］大川 和彿 親睦委員長 

   ［定款質細則委員会］西村 伸久 定款質細則委員長 

懇公共イ磁実施部門昏部門責任者：奥村 清隆 

［雑ア質会報委員会］田中 和弘 会報委員長 

［雑ア質会報委員会］前川 佳久 雑ア副委員長 

懇会員増強部門昏部門責任者：小濱 彰男θ委員長兼任χ 

懇奉捗寺竺施ェ屍ト部門昏部門責任者：越山 明 

［職業奉捗委員会］Ǔ {理子 委員長 

［社会奉捗委員会］林 擦細子 委員長 

［環境保全委員会］鴻原 光 委員長 

［国際奉捗委員会］鈴木 正之 委員長 

［青少烝奉捗委員会］西 大輔 委員長 

懇支援寺竺施ェ屍ト部門昏部門責任者：植隰 悦子 

［Ｒテ団委員会］植隰 悦子 委員長 

［米山記念奨学委員会］西村 伸久 委員長 

懇会場監督部門昏部門責任者：清水 濯昭θ委員長兼任χ 

懇会計部門昏部門責任者：戻出 誠θ委員長兼任χ 
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第第第第 1063106310631063回回回回    松阪松阪松阪松阪 3333屍鹿字合輪屍鹿字合輪屍鹿字合輪屍鹿字合輪例会例会例会例会    

懇日   時昏2017年07鏤31日θ木χ 

懇会   場昏児鴫ッ屍旨ホ至識 3F婚鳳凰昨間恨 

懇寺竺市鹿痔昏田山田山田山田山    雅敏雅敏雅敏雅敏    姉バ試実公式訪問姉バ試実公式訪問姉バ試実公式訪問姉バ試実公式訪問 

          θ第2回 百木 AG訪問χ 

懇出   席昏会員数37隣 

       出席者21隣 出席率56.76％ 

 

 

 

志旨詞質ビ施タ実志旨詞質ビ施タ実志旨詞質ビ施タ実志旨詞質ビ施タ実                                                                    

◎国際竺実タ式実第2【30地区 姉バ試実  

婚田山 雅敏 様恨 

                地区幹事   

婚琢村 良一 様恨 

                  松阪質東紀渝市識実寺 

 姉バ試実補佐 

                   婚百木 孝司 様恨 

誌誌誌誌思誌思思誌思思誌思思誌思ＢＯＸＢＯＸＢＯＸＢＯＸ                                                                        

坂本 昇,橋本 悟,井口 篤,植松 悦子,岡井 凡,奥村 清隆, 

滿口 好宏,戻出 誠,小濱 彰男,佐藤 肘宏,清水 濯昭,鈴木 康, 

田中 和弘,辻 真理子,林 菖蒲,林 擦細子,宮園 隆貴,脇 文彦 

 以琢以琢以琢以琢18181818隣様質合計金額Ź隣様質合計金額Ź隣様質合計金額Ź隣様質合計金額Ź2重2重2重2重,000,000,000,000円円円円埼裁た甑埼裁た甑埼裁た甑埼裁た甑鐚難う斎菜い擦際甑鐚難う斎菜い擦際甑鐚難う斎菜い擦際甑鐚難う斎菜い擦際甑 

寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔                                                                                

]ケ[ュール]ケ[ュール]ケ[ュール]ケ[ュール    

 

12121212：：：：10101010    写真撮影写真撮影写真撮影写真撮影    

12121212：：：：30303030    点鐘鰺合同例会鯲点鐘鰺合同例会鯲点鐘鰺合同例会鯲点鐘鰺合同例会鯲    

 

 

※201】-2018年度 国際竺実タ式実第2【30地区 

地区大会昨紹跳碕採誘い甑 

 

 

               日日日日                程Ź程Ź程Ź程Ź10101010鏤鏤鏤鏤1『1『1『1『日θ土χ日θ土χ日θ土χ日θ土χ    

                                                                                                        ～～～～1』1』1』1』日θ日χ日θ日χ日θ日χ日θ日χ    

                 

               開催場所Ź伊賀市文尤会館 

 

 

 

 

 

               基調講演Ź高褫 孫左嗣門 氏 

 

               記念講演Ź俳人 黛 擦鷺栽 

 

 

 

 

13131313：：：：00000000    田山田山田山田山    雅敏雅敏雅敏雅敏    ガバナーガバナーガバナーガバナー    卓話卓話卓話卓話    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

松阪３屍鹿字昨皆様腰宜裁く採願い致裁擦際甑 

本日朔腰松阪へ昨訪問燦楽裁札削裁崎採三擦裁た甑 

懐栽裁い諸菱輩方共腰再会埼済擦裁た事燦嬉裁く感載崎採三擦際甑 

 

超日朔腰：SA始式児四識誌仔渝支ン視伺嗣指埼開催細参た姉バ試実

嗣鴫屍詞研修婚GETS恨削崎感載た事燦報告裁擦際甑全世界昨姉バ

試実嗣鴫屍詞約200ヶ国』20隣程歳参盆細参擦裁た歳そ昨中埼120

隣程昨女性歳参盆姉バ試実嗣鴫屍詞碕裁崎参盆細参崎採三擦裁た甑

そ裁崎腰特削字鹿施識腰使ン詩腰台湾作鷺昨嗣式仔昨方々朔特削目

立っ崎活気燦放っ崎採三擦裁た甑 

最多数参盆昨仔磁式始朔高齢尤歳顕著埼各国昨竺実タ式実屍鹿字削

採け傘男女比率腰年齢層昨変尤作鷺燦実感裁擦裁た甑 

201】-18年度RI会長使仔ン質鹿使枝式実氏昨旨竺実姉ン婚    RotaryRotaryRotaryRotaryŻŻŻŻ

Making a DifferenceMaking a DifferenceMaking a DifferenceMaking a Difference    恨θ竺実タ式実Ź変尤燦もた晒際χ昨言葉鷺

採三腰祭昨変尤昨時代燦背景削各屍鹿字昨自主性燦裴珊載屍鹿字運

営燦裁崎頂済たい碕考え崎採三擦際甑 

そ昨為削もCLP燦中心削屍鹿字歳目指裁たい姿燦明確尤裁腰会員

増強削も取三組珊埼頂済たい碕思い擦際甑 

 

祭昨1年間屍鹿字歳主役埼あ傘碕言う祭碕燦忘参剤削活動裁崎参三

擦際甑 

引済続済昨斎協力燦宜裁く採願い裁擦際甑 

    

    

    

13131313：：：：30303030    点鐘点鐘点鐘点鐘    
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