
    

    

第第第第 1072107210721072回例会回例会回例会回例会    

懇日   時昏2017烝10鏤05日θ木χ 

懇会   場昏児鴫ッ屍旨ホ至識 3F婚烋安昨間恨 

懇寺竺市鹿痔昏屍鹿字管理運営部門担当例会 

        諸事採祝い 

懇出   席昏会員数37名 

        出席者26名 出席率70.27％ 

 

 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶婚坂鑚 昇恨                                                                

菱日朔腰ＩＭ削沢山昨会員昨皆様歳斎参加託細い擦裁崎あ三歳碕

う斎菜い擦裁冴甑45朔腰歯ネ鹿実碕裁崎参加細在崎頂済擦裁冴甑 

歯ネ識視伺旨始ッ斯ョン昨巠目朔坤現状燦ィ識裁腰鑷来燦創造裁皿

う墾超烝度昨田山姉飼試実昨至実マ削沿榊冴雑昨埼裁冴甑山桜ĺŔ

昨現状碕会員増強昨冴薩昨活動展開燦発表裁擦裁冴甑そ昨中埼腰思

実視伺ネ実祉昨時田様皿三45昨発表削対裁崎昨質問里び回答昨顛鑽

燦斎紹跳裁擦際甑 

懇ă昏懇ă昏懇ă昏懇ă昏坂鑚細珊昨発表昨中削腰会員燦増強際傘冴薩削山桜ĺŔ昨魅坂鑚細珊昨発表昨中削腰会員燦増強際傘冴薩削山桜ĺŔ昨魅坂鑚細珊昨発表昨中削腰会員燦増強際傘冴薩削山桜ĺŔ昨魅坂鑚細珊昨発表昨中削腰会員燦増強際傘冴薩削山桜ĺŔ昨魅

力燦具力燦具力燦具力燦具体的削鷺昨皿う作方法埼ŕĺ燦考え崎い擦際栽碕昨質問歳体的削鷺昨皿う作方法埼ŕĺ燦考え崎い擦際栽碕昨質問歳体的削鷺昨皿う作方法埼ŕĺ燦考え崎い擦際栽碕昨質問歳体的削鷺昨皿う作方法埼ŕĺ燦考え崎い擦際栽碕昨質問歳

あ三擦裁冴歳鷺昨様削考え擦際栽？あ三擦裁冴歳鷺昨様削考え擦際栽？あ三擦裁冴歳鷺昨様削考え擦際栽？あ三擦裁冴歳鷺昨様削考え擦際栽？    

懇ź昏山桜ĺŔ昨魅力燦発信際傘方法碕裁崎腰現在6162裁崎実施裁

崎い傘奉仕活動昨広報碕腰例会昨見学削札え冴入会見込者削対裁崎

ŕĺ際傘冴薩削朔例会昨充実歳必要碕訴え擦裁冴甑 

ゆ裁く申裁擦際碕腰奉仕活動削肴い崎朔腰 

1腰長烝6162裁崎い傘氏郷祭削採い崎昨盲棡犬育成昨啓蒙活動腰 

「腰昴学園使ン祉実仔屍詞屍鹿字へ昨支援   

」腰超烝度皿三発達藴害支援セン祉実坤そ坂阪昨丘墾へ昨 

奉仕寺竺施ェ屍詞燦外部削向け崎広報発信際傘甑 

例会昨充実昨方法碕裁擦裁崎朔腰 

1腰例会昨時間燦無駄削在剤緊張感燦雑榊崎進行際傘甑 

「腰竺実祉式実昨椌窓燦新設裁腰用語昨解説里び活動昨紹跳甑 

竺実祉式実雑ア昨抜粋事項昨情報燦会員削発信甑 

竺実祉式実削関際傘不容燦必剤会長挨拶削加え傘甑 

」腰地区腰官公庁腰経営者里び糸而実祉実磁ン飼実栽晒幅広い範囲 

栽晒卓や燦裁崎頂く甑 

祭参晒昨活動歳腰山桜ĺŔ昨魅力燦ŕĺ方法埼際碕回答裁擦裁冴甑 

祭昨項目歳超烝度会長質幹事埼考え冴会員増強昨冴薩昨例会運営碕

広報活動埼際甑祭参栽晒雑祭昨点削意識裁崎屍鹿字運営裁崎いく肴

雑三埼際甑擦冴腰会員昨皆様栽晒皿三良い意見燦い冴坂け傘碕腰会

員皆様昨屍鹿字へ昨示糸ベ実斯ョン雑琢歳三必然的削充実裁冴例会腰

魅力昨あ傘山桜ĺŔ昨奉仕活動昨ŕĺ削作三腰会員増強へ昨一歩削

作傘碕信載崎採三擦際甑祭参栽晒雑腰斎指棡斎鞭撻賜三擦際皿う腰

皿山裁く採願い裁擦際甑 

超鏤昨ĺＩ昨鏤間至実マ朔経済碕地域社会昨発展鏤間埼際甑日鑚独

自昨鏤間至実マ朔米山鏤間埼際甑経済碕地域社会昨発展鏤間碕朔腰 

「01『烝10鏤ĺＩ理事会朔腰10鏤燦裴点分褫：坤経済碕地域社会昨発

展鏤間墾碕裁冴甑貧困地域昨経済発展燦目的碕裁冴腰起業家腰地域

社会昨式実私実腰地元団体燦含殺地域ネッ詞ワ実屍昨向琢腰邊用創

出腰支援歳行済届い崎い作い地域社会埼昨貧困昨削減腰経済碕地域

社会昨発展削関連裁冴仕事削従事際傘祭碕燦目指際専門職業人昨冴

薩昨奨学金支援燦強調際傘鏤間埼あ傘甑 

米山鏤間碕朔腰 

祭昨鏤朔腰特削米山奨学事業昨意義燦深くィ識裁腰寄付金燦募傘活

動燦際傘甑そ昨冴薩削米山奨学生や地区役員質委員昨卓や燦聞済腰

更削奨学会栽晒提供細参傘資料燦雑碕削屍鹿字児ォ実鹿痔燦開催裁

冴三際傘祭碕歳推奨裁崎い擦際甑 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告婚橋鑚 悟恨                

会例会後理事会甑 

解10鏤昨竺実祉式実鴫実詞：1㌦＝11「付 

回国薇青少烝交換「018-1重烝夏期派遣学生追加募邊昨案不鐚三甑 

竺実祉式実昨椌窓竺実祉式実昨椌窓竺実祉式実昨椌窓竺実祉式実昨椌窓                  

●前滿 佳久 雑ア副委員長削皿傘ｗ竺実祉式実昨離ｘ記事紹跳甑 

志旨詞志旨詞志旨詞志旨詞                                               

懇隰阪質東紀渝市識実寺 歯旨詞姉飼試実補佐昏宇褫 恭生 様 

誌誌誌誌思誌思思誌思思誌思思誌思żŢＸżŢＸżŢＸżŢＸ                                                                        

宇褫 恭生 様,坂鑚 昇,橋鑚 悟,北出 誠,椌濱 彰男,清水 濯昭, 

立岡 44之,田中 和弘,林 菖蒲,林 擦細子,隴東 正, 鴻原肘, 

前滿佳久,山託 茂紀,脇 文彦 

 以琢以琢以琢以琢1【1【1【1【名様質合計金巸：名様質合計金巸：名様質合計金巸：名様質合計金巸：「『「『「『「『,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    

隰阪質東紀渝市識実寺隰阪質東紀渝市識実寺隰阪質東紀渝市識実寺隰阪質東紀渝市識実寺    ＩＭＩＭＩＭＩＭ    報告報告報告報告                                            

植隰 悦子 会員腰宮園 隆貴 会員 歳報告細参擦裁冴甑 

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

諸事お祝い諸事お祝い諸事お祝い諸事お祝い    

懇会員誕生日昏 

ゅ当者作裁甑 

懇配偶者誕生日昏 

0【日太田 千鶴子 様腰  0重日北出 喜美代 様 

懇結婚記念日昏 

0「日丹羽 崇 会員腰10日鈴木 正之 会員腰11日西谷 満 会員腰 

「0日北出 誠 会員 

クラブ管理運営部門担当例会クラブ管理運営部門担当例会クラブ管理運営部門担当例会クラブ管理運営部門担当例会    

婚田中 和弘 部門責任者恨 

懇卓や者昏宇褫 恭生 隰阪質東紀渝市識実寺 歯旨詞姉飼試実補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月報月報月報月報    第第第第4444 号号号号    11111111月月月月00002222日発行日発行日発行日発行    



    

    

第第第第 1073107310731073回例会回例会回例会回例会    

懇日   時昏2017烝10鏤12日θ木χ 

懇会   場昏児鴫ッ屍スホテ識 3F婚烋安昨間恨 

懇寺竺市鹿ム昏米山記念奨学委員会担当例会 

懇出   席昏会員数37隣 

        出席者28隣 出席率75.68％ 

 

 

    

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶婚坂鑚 昇恨                                                                

先日腰大台師原昨林道埼家不歳バイ屍埼転倒裁右足昨足首燦骨折裁

ま裁冴甑 1烝半前削朔腰ス姿実埼靭帯燦断裂裁腰約「栽鏤削わ冴

傘入院生活雑経験裁ま裁冴甑焜い今回昨骨折朔手術昨必要作采腰子

寺ス埼昨固定埼入院ま埼朔必要あ三ま在珊埼裁冴甑 

裁栽裁腰入院燦裁作い碕いう祭碕朔腰隰葉杖埼日常生活燦裁作い碕

い砕作い訳埼腰最近腰家不歳世間昨バ式ア削肴い崎い山い山碕力説

裁崎済ま裁冴甑 

ま剤腰入院生活埼昨バ式ア埼際甑 

入院裁冴病院朔新築裁崎 

ま坂1烝経過裁崎い作い 

綺麗作病院埼腰 

詞イ鴫付済昨個室削入院際傘 

祭碕歳埼済腰 

家不朔大変喜珊埼いま裁冴甑 

碕祭山歳腰祭昨詞イ鴫腰 

驚采作栽参腰車い際歳 

入晒作い昨埼際甑 

通常昨詞イ鴫皿三雑朔傘栽削 

大済い昨埼際歳腰車い際歳栽山う載崎入晒作い大済細作昨埼際甑 

ま冴腰車い際埼入参傘共輪昨詞イ鴫削入榊崎手燦洗い腰エアタ士識

埼手燦乾栽罪う碕際傘碕位置歳高際災崎手歳差裁入参晒参ま在珊甑

病室昨エア思ン朔式モ思ン歳作采腰温度昨調節燦際傘昨削腰ベッ詩

栽晒車い際削乗三換え腰スイッチ昨所ま埼い栽作い碕作三ま在珊甑

動砕作い人朔腰罪昨都度o護師細珊燦呼ぶ裁栽際冊歳作采腰少骨昨

暑細寒細朔採罪晒采耿慢裁崎裁まう昨埼朔作い埼裁鮫う栽甑 

ま冴腰エア思ン昨スイッチ昨位置歳車い際埼朔高采崎腰手燦伸柵裁

崎い傘う阪削車い際栽晒転砦落阪崎裁ま榊冴碕言榊崎いま裁冴甑 

新築昨総合病院埼際晒祭昨始鑽埼際甑 

い栽削設計際傘人歳障害昨あ傘人昨目線削立榊崎い作い栽碕憤榊崎

採三ま裁冴甑 

罪裁崎腰隰葉杖埼昨生活朔腰細晒削大変埼際甑 

バス削乗傘時昨大済作段差腰電車削乗傘時昨ホ実ム碕電車昨空間甑

普段作珊埼雑作い祭昨空間歳恐怖削感載晒参傘碕言榊崎いま裁冴甑

思ンビニ昨詩ア歳自動詩ア埼朔作采腰押裁扉昨場合腰隰葉杖埼朔開

砕傘祭碕歳埼済ま在珊甑 

雑阪山珊腰自便埼始指燦雑榊崎商品燦買う祭碕雑埼済ま在珊甑 

い山い山作シチュエ実ション埼腰普段当冴三前削埼済崎い傘祭碕歳

埼済剤腰呆然碕立阪際采珊埼裁まう時歳あ傘昨坂碕言榊崎いま裁冴甑 

罪珊作時腰際榊碕近咲い崎済崎詩ア燦開砕崎采参冴三腰電車埼席燦

譲榊崎采参冴三昨親勉燦溜砕傘碕腰心歳載珊わ三碕温栽采作傘碕言

榊崎いま裁冴甑 

振三返榊崎腰自便朔鷺う坂山う栽甑 

際榊碕埼済傘坂山う栽？ 

一瞬腰躊躇裁崎い傘間削直昨人歳席燦譲榊冴碕いう祭碕歳過去削あ

三ま裁冴甑作材躊躇際傘昨栽？ 

以前テ鴫ビ埼障害昨あ傘人匙昨接裁方削肴い崎昨報道燦見冴覚え歳

あ三ま際甑 

テ鴫ビ昨中埼腰流材細参冴人冴阪雑躊躇裁崎際榊碕行動削移在作い

人歳多骨いま裁冴甑 

罪裁崎腰作材躊躇裁冴昨栽燦聞采碕腰採在榊栽い坂碕思わ参作い栽

碕いう杞憂や腰日鑚人独特昨照参や気恥剤栽裁い碕い榊冴感情歳あ

三ま裁冴甑 

 

奉捗活動朔様骨作形埼行う祭碕歳埼済ま際甑 

竺実タ式アン碕裁崎手助砕埼済傘奉捗朔沢山あ三ま際歳腰ま剤朔小

細作採在榊栽い栽晒積極的削実践際傘祭碕雑大勉栽碕思いま裁冴甑 

焙事報告焙事報告焙事報告焙事報告婚橋鑚 悟恨                

会10鏤度理事会昨報告甑 

解隰阪東ＲŔ皿三腰ĎＭ昨採礼状歳届済ま裁冴甑 

回鑚赤十字社濯重p支部皿三坤点訳奉捗団支援墾昨採礼状歳届采甑 

塊米山記念財団設立』0周烝記念式典匙昨参加登録燦狛勉ま裁冴甑 

壊10鏤1『日～1』日地区大会甑 

廻今鏤朔米山鏤刊埼際甑 

北出会員歳米山特別寄付燦裁崎頂済ま際甑 

ニニニニ思ニ思思ニ思思ニ思思ニ思żŢＸżŢＸżŢＸżŢＸ                                                                        

坂鑚 昇〆橋鑚 悟〆井口 篤〆太田 正隆〆小濱 彰男〆辻 真理子〆 

隴東 正〆 前川 佳久〆山託 茂紀〆脇 文彦 

 以琢以琢以琢以琢10101010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：1【1【1【1【〆000〆000〆000〆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ま際甑鐚難う斎菜いま際甑鐚難う斎菜いま際甑鐚難う斎菜いま際甑    

寺竺市鹿ム寺竺市鹿ム寺竺市鹿ム寺竺市鹿ム                                                                                    

米山記念奨学担当例会米山記念奨学担当例会米山記念奨学担当例会米山記念奨学担当例会    

○竺実タ式実米山記念奨学会朔「01】烝】鏤腰財団設立』0周烝燦迎

えま裁冴甑 

19』「烝削東京竺実タ式実屍鹿字歳始薩冴祭昨事業朔腰ま冴冴采間削

日鑚全国匙広歳三腰19』】烝削朔財団法人設置燦前提碕際傘全国組織腰

坤竺実タ式実米山奨学委員会墾歳結耨細参ま裁冴甑 

19【】烝削朔悲願昨財団法人碕作三腰以来』0烝腰日鑚昨竺実タ式実

や学友歳思い燦肴作い埼いま際甑 

財団法人設立当時腰 

烝間』9人坂榊冴奨学生数朔腰 

今埼朔約800人腰 

累計埼朔19〆808人碕作三ま裁冴甑 

 坤烋和日鑚燦世界匙墾――甑 

当初昨竺実タ式アン冴阪昨願い朔腰 

世紀昨時燦経崎少裁剤肴花碕作三腰 

実碕作榊崎い傘昨埼朔作い埼裁鮫う栽甑                

婚竺実タ式実Ęŕ抜粋恨 

 

○米山記念奨学学会削関際傘ĂＶĂ鑑賞甑 

 

 

婚井口 篤 会員恨会員会員会員会員による卓話による卓話による卓話による卓話     
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第第第第 1074107410741074回例会回例会回例会回例会    

懇日   時昏2017烝10鏤19日θ木χ 

懇会   場昏児鴫ッ屍旨ホテ識 3F婚烋安昨間恨 

懇寺竺市鹿痔昏卓話婚鈴木 英敬 濯裴県知宙恨 

懇出   席昏会員数37隣 

        出席者30隣 出席率81.08％ 

 

 

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

菱溫朔地区大会歳伊賀市削採い崎開催細参擦裁冴甑あい削采昨雨昨

中埼昨忠日間昨開催碕作三擦裁冴歳腰出席義務者昨方削朔斎多睫昨

中斎参盆託細い擦裁崎誠削あ三歳碕う斎菜い擦裁冴甑竺実タ式実削

採い崎地区大会昨目的朔腰地区不昨全崎昨竺実タ式仔ン歳次昨目的

昨冴薩削集う宙埼あ三擦際甑 

会会員腰屍鹿字腰地区昨優参冴奉仕寺竺市鹿痔や寺竺施史屍詞燦紹

跳際傘甑 

解竺実タ式仔ン昨モチベ実斯ョン燦高薩腰奉仕活動へ昨更作傘参盆

意欲燦高薩傘甑 

回屍鹿字鴫ベ識燦超え冴竺実タ式実昨似施ョン燦学ぶ甑 

塊思い出削残傘親睦活動燦味わう甑 

壊竺実タ式実指棡者碕昨交流昨機会燦提供際傘甑 

琢褫東ＲŔ所属昨田山ガ飼試実昨基腰坤超腰竺実タ式仔ン朔伊賀削碕

済薩采墾燦テ実爾削地区大会歳開催細参擦裁冴甑琢褫東ＲŔ歳青少

烝奉仕昨一環碕裁崎】烝前栽晒支援裁崎い傘詩式実痔思ンサ実詞歳

縁埼腰当日削朔琢褫高等学校吹奏楽部碕新日本児伺識雌実モ誌実交

響楽団昨方々歳両日昨開会止鴫モ誌実腰晩餐会埼昨璽誌思ンサ実詞

埼花燦添え崎頂采宙埼腰地区大会全体歳華や栽作感載削作三擦裁冴甑

超回昨地区大会燦通裁崎印象削残榊冴言葉燦皆様削斎紹跳細在崎い

冴坂済冴い碕思い擦際甑  

坤歴史認識墾坤不易流行墾坤歴史認識墾坤不易流行墾坤歴史認識墾坤不易流行墾坤歴史認識墾坤不易流行墾    

本日斎来席託細い擦裁冴鈴木英敬知宙栽晒頂済擦裁冴祝辞昨中昨一

言埼際甑超擦埼築い崎済冴本質的作雑昨朔睨参剤削変わ傘祭碕朔作

采腰時代時代削応載崎変化裁崎い采祭碕歳大宙埼あ傘甑 

坤中超墾坤中超墾坤中超墾坤中超墾    

過去碕未来昨中間削あ傘超燦意味裁擦際甑過去腰現在腰未来碕いう

時代昨流参歳あ榊崎腰耿々朔超昨時代削生栽細参崎い傘甑そ裁崎そ

昨生栽細参崎い傘時代燦腰一生懸命削全力埼肴采裁崎生済崎い采祭

碕甑旨爾実詞児四ン昨登場削皿榊崎生活歳一変裁冴様削腰近い将来

式誌仔昨登場削皿榊崎交通モ似式テ伺実雑変化裁地域雑変化裁擦際甑

そ昨中埼腰私冴阪朔坤中超墾過去碕未来燦見肴薩超燦一生懸命頑張

榊崎采坂細い碕竺実タ式仔ン削対裁崎嗣実識燦送榊崎託細い擦裁冴甑 

坤脱皮裁作い蛇朔滅索傘墾坤脱皮裁作い蛇朔滅索傘墾坤脱皮裁作い蛇朔滅索傘墾坤脱皮裁作い蛇朔滅索傘墾    

蛇朔体歳耨長裁崎大済采作傘碕脱皮燦裁崎虜い皮燦捨崎腰新裁い皮

燦身削擦碕榊崎細晒削大済采作榊崎い済擦際甑そ参歳埼済作い碕死

珊埼裁擦い擦際甑人間雑輪載埼腰様々作虜い物燦脱災捨崎崎い栽作

い碕次へ昨耨長歳作い甑そ昨虜い物朔腰人間関係碕栽腰考え方碕栽

価値観栽雑裁参擦在珊甑耨長過程削朔腰あ傘程度積札琢砦崎済冴物

燦捨崎去晒作い碕い砕作い時歳あ三擦際甑 

 

坤物言え柵唇寒裁秋昨風墾坤物言え柵唇寒裁秋昨風墾坤物言え柵唇寒裁秋昨風墾坤物言え柵唇寒裁秋昨風墾    

人昨悪旅燦言え柵腰作珊碕作采後味昨悪い思い燦際傘甑擦冴腰余計

作祭碕燦言え柵災い燦招采甑 

最後削腰俳人昨黛擦鷺栽様昨記念講演埼 

坤世界昨中昨俳了坤世界昨中昨俳了坤世界昨中昨俳了坤世界昨中昨俳了    ねねねね芭蕉栽晒現代擦埼芭蕉栽晒現代擦埼芭蕉栽晒現代擦埼芭蕉栽晒現代擦埼ねねねね墾墾墾墾昨最後昨締薩采采三埼紹

跳裁崎采参擦裁冴隰尾芭蕉昨了埼際甑 

日本朔引済算昨文化腰俳了朔極限擦埼語了燦削三腰そ災落碕裁腰余

白燦考え細在傘雑昨甑現在昨日本朔効率燦求薩足裁算昨文化燦邁禍

裁崎い擦際甑そ昨冴薩本来昨美徳燦失い栽砕崎い擦際甑相手削考え

燦委搾傘祭碕削皿三そ昨問巠燦共鐚際傘祭碕歳埼済擦際甑自然燦尊

索腰余白燦察際傘祭碕埼腰杞憂裁崎い傘世界昨諸問巠燦解決際傘祭

碕歳埼済傘栽雑裁参擦在珊甑相手昨心燦貴ぶ俳了昨考え方雑いい昨

埼朔作い埼裁鮫う栽甑 

田山ガ飼試実歳唱え崎い傘言葉埼際甑 

坤未来燦創造裁皿う質質質坤未来燦創造裁皿う質質質坤未来燦創造裁皿う質質質坤未来燦創造裁皿う質質質10101010烝後昨竺実タ式実朔質質質墾烝後昨竺実タ式実朔質質質墾烝後昨竺実タ式実朔質質質墾烝後昨竺実タ式実朔質質質墾 

昨テ実爾削沿榊冴意義あ傘地区大会埼裁冴甑 

志旨詞志旨詞志旨詞志旨詞                      

懇濯裴県知宙昏鈴木 英敬 様 

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

坂本 昇,橋本 悟,井旅 篤,太田 正隆,岡井 凡,奥村 清隆, 

川旅 好宏,椌濱 彰男,越山 明,佐藤 肘宏,鈴木 康,辻 真理子, 

西谷 満,丹羽 崇,林 菖蒲,隴東 正,鴻原 肘,村田 耕一,山託 茂紀,

脇 文彦 

 以琢以琢以琢以琢「「「「0000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：」」」」【【【【,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    

地区大会質報告地区大会質報告地区大会質報告地区大会質報告婚越山嗣鴫屍詞恨                                                                

寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔婚鈴木 英敬 濯裴県知宙 卓話恨                                    

こ┬からの県政こ┬からの県政こ┬からの県政こ┬からの県政    ～～～～    選ば┬┫三重へ選ば┬┫三重へ選ば┬┫三重へ選ば┬┫三重へ    ～～～～    

詞侍ッ屍 質宣長サ璽ッ詞昨開催 

     質外資系企業誘致昨実績 志旨タン寺 

     質隰阪地域削採砕傘航空宇宙産業昨新冴作展開 

     質鐚効求人倍率昨推移 

     質伊勢睚摩サ璽ッ詞開催昨効果 

     質坤笑顔肴擦犀え策薩国体墾競技結果 

 東日本大震災被災地θ福島県χ訪問 10鏤』日～【日 

濯裴県昨薩菜際雑昨 

 地域や社会へ昨貢献意欲等碕幸福感昨関係 

 仔屍テ伺字質斯チ枝ンへ昨意識改革燦雑冴晒裁冴伊勢睚摩サ璽ッ詞 

 伊勢睚摩サ璽ッ詞濯裴県民宣言 

 隰阪山桜竺実タ式実屍鹿字削期待際傘祭碕 

  奉仕昨理想燦鼓吹裁腰祭参燦育耨際傘碕言う理念昨雑碕腰竺実

タ式実屍鹿字朔腰行政埼朔腰出来作い祭碕削取三組珊埼頂い崎

採三擦際甑超後雑社会奉仕腰青少烝健全育耨腰環境保全作鷺腰

様々作分褫埼採力添え燦採願い裁擦際甑 
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第第第第 1075107510751075回例会回例会回例会回例会    

懇日   時昏2017烝10鏤26日θ木χ 

懇会   場昏辻製油株式会社婚新館質会議室及び工場恨 

懇寺竺市鹿痔昏職場訪問例会 

懇出   席昏会員数37隣 

       出席率100％ 

 

    

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

会員昨皆様祭珊削阪朔甑 

本日朔腰辻製油株式会社様埼昨職場例会埼際甑通常例会碕異作三昼

間昨例会削雑関わ晒剤腰多数斎参加く坂細い擦裁崎誠削あ三歳碕う

斎菜い擦際甑 

辻製油株式会社様削朔以前削雑松阪東竺実タ式実屍鹿字碕共輪埼

職場例会燦開催細在崎い冴坂い冴経緯歳あ三擦際甑 

辻製油株式会社様朔腰烋成「』烝削濯井物産株式会社碕鐚限会社浅井

農園碕昨合弁埼腰工場排熱碕バイ士マス資源燦活用裁冴環境制御型

施設園芸事業燦手掛砕傘腰う参裁褫ア市式株式会社燦設立裁腰そ昨

植物工場歳完成裁稼働裁擦裁冴甑 

新裁い試札昨工場埼あ三腰大変興味深い工場埼あ三擦裁冴昨埼腰前

回昨職場例会栽晒あ擦三期間歳空い崎い擦在珊歳腰今回昨開催削N

三擦裁冴甑 

辻製油株式会社様削採い崎朔腰大変斎無理申裁琢砦擦裁冴歳腰快く

採引済溜砕く坂細い擦裁崎誠削あ三歳碕う斎菜い擦際甑 

擦冴腰開催削あ冴三腰当屍鹿字昨越山会長エ鴫屍ト腰辻職場奉仕委

員長削朔大変斎尽力く坂細い擦裁崎裴搾崎採礼申裁琢砦擦際甑 

辻製油株式会社様朔腰昭和「「烝削設立細参崎栽晒美碕健康昨冴薩削

天然素材燦生栽裁腰辻製油削裁栽埼済作い製品燦社会削提供裁腰地

域燦代表際傘会社碕裁崎今日削N榊崎採三擦際甑 

竺実タ式実会員碕裁崎腰一職業人碕裁崎腰祭昨職場例会削採い崎腰

大変実三あ傘経験燦収穫際傘祭碕埼腰今後昨糧碕裁崎い冴坂砕参柵

焜い埼際甑 

辻製油株式会社様腰本日朔宜裁く採願いO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                

①地区大会昨採礼状歳届い崎採三擦際甑 

志スト志スト志スト志スト                      

婚辻製油株式会社恨       総務部 課長   瀧澤 慎一 様 

木本 真由 様 

 

 

 

 

 

ニニニニ思ニ思思ニ思思ニ思思ニ思ＢＯＸＢＯＸＢＯＸＢＯＸ                                                                        

坂本 昇,橋本 悟,植松 悦子,小褫寺 均,川口 好宏,北出 誠, 

越山 明,佐藤 光宏,鈴木 康,辻 真理子,林 擦細子 

 以琢以琢以琢以琢11111111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                                                                                    

職場訪問例会職場訪問例会職場訪問例会職場訪問例会    

懇職業奉仕委員会昏辻 真理子 委員長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人朔清く腰正裁く腰美裁くあ晒搾柵作三擦在珊甑 

裁栽裁腰そう埼あ三続砕傘祭碕昨作珊碕困難作祭碕埼裁ょう甑 

祭碕削環境や食品昨危機歳指摘細参傘現代削あ榊崎腰美裁く健康埼

あ山う碕際参柵大変作努力歳求薩晒参擦際甑 

 私冴阪辻製油朔裁冴”美碕健康腰そ裁崎採い裁細”削貢献際べく腰

食品素材削関わ傘多角的作事業燦進薩傘総合磁実始実碕裁崎腰独創

性燦裴珊載傘企業風土昨雑碕腰各種食用油や鴫シチン腰機能性素材腰

天然香料作鷺新裁い価値燦持榊冴製品燦開発裁腰採客様削斎提案裁

崎い済擦際甑 

」肴昨経営理念燦遵守裁腰坤真腰善腰美θ清く腰正裁く腰美裁くχ墾

燦行動指針碕裁肴肴腰自晒昨事業燦通載腰社会昨発展削貢献裁崎擦

い三擦際甑              代表流締役社長 辻 成彦 
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