
    

    

第第第第 1087108710871087回例会回例会回例会回例会    

懇日   時昏2018烝2鏤1日θ木χ 

懇会   場昏児鴫ッ屍旨次至識 3F婚烋安昨間恨 

懇寺竺市鹿痔昏国薇奉捗委員会担当例会 

              諸宙採祝い 

懇出   席昏会員数38隣 

       出席会員 29隣 出席率76.32％ 

 

 

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

～ 国薇竺実祉式実碕使ン詩 ～ 

竺実祉式実削採砕傘会員数昨動向燦国採皿び地域別削札擦際碕腰祭

参擦埼会員数歳世界第「哲燦誇榊冴日本昨竺実祉式実朔使ン詩削越

細参冴格好削作三腰使ン詩朔会員数歳更削増え肴肴あ三擦際甑 

使ン詩朔南仔施仔随一昨面積碕世界第「昨人口燦持肴大国埼際歳腰

1「億人燦超え傘国民朔多様作民族腰言語宗教削皿榊崎構成細参崎い

擦際甑識字率朔】」%碕いう徹細埼あ三腰貧困削苦裁殺人昨多い国埼腰

複雑作社会燦形成裁崎い擦際甑 

◆使ン詩栽晒選柵参冴ＲＩ会長  

。裁栽裁腰使ン詩栽晒既削」隣昨ＲＩ会長歳選出細参崎い擦際甑) 

1重【「Ḿ【」烝度 忠ッ至伺斯Ŕḿ鹿雌式実θ始識始ッ祉ＲŔχ 

1重重1Ḿ重「烝度 鹿施ェン詩鹿Ｋḿ支字実θ糸而ン視伺姉ḾＲŔχ 

「011Ḿ1「烝度 始識耳ン 飼ネ識施実 。飼侍ＲŔχ 

 始識耳ン 飼ネ識施実氏朔腰私歳焙宙燦務薩崎い冴時昨ＲＩ会長埼

あ三腰最近昨祭碕埼会員皆様昨記憶削雑残榊崎い傘祭碕坂碕思い擦

際甑当時腰始識耳ン 飼ネ識施実昨語榊崎い冴祭碕肴い崎少裁斎紹跳

細在崎い冴坂済擦際甑彼朔腰故郷昨使ン詩埼初薩崎竺実祉式実碕薩

犀三合榊冴碕済昨祭碕燦次昨皿う削語榊崎い擦際甑 

坤離人輪士埼集擦榊冴三腰多采昨人々昨冴薩削地域奉捗寺竺施ェ屍

詞削取三組珊坂三裁崎い傘竺実祉式仔ン昨姿削共感裁擦裁冴甑入会

資格歳埼済冴晒腰際犀削埼雑竺実祉式仔ン削作山う碕心削決薩擦裁

冴甑墾 そ裁崎腰坤竺実祉式実昨規模碕痣響力歳大済采作傘削肴参腰

竺実祉式実歳使ン詩削里ぼ際変化雑大済采作榊崎済冴墾碕話裁崎い

擦際甑 擦冴腰坤皿三多采昨使ン詩人歳竺実祉式仔ン削作傘祭碕燦選

び腰祭参晒昨人々歳素晴晒裁い活動燦際傘昨燦目昨O̊三削裁崎腰超

や腰使ン詩碕国薇竺実祉式実朔腰互い削痣響裁あい腰向琢裁あう碕

いう象徴的作関係削あ三擦際墾碕雑言榊崎い擦際甑そ裁崎腰坤識字腰

保健腰飢餓腰安全作水作鷺削取三組殺斯ン寺識作寺竺施ェ屍詞歳大

済作使ン歯屍詞燦与え傘様子燦目昨当冴三削裁腰祭昨皿う作寺竺施

ェ屍詞燦通載崎腰一肴昨村腰一肴昨家庭腰そ裁崎一人昨人生碕い榊

冴皿う削腰少裁剤肴変化歳雑冴晒細参冴墾碕言榊崎い擦際甑坤わ冴裁

冴阪朔奉捗燦通載崎腰寛大細腰優美細腰慈悲心腰そ裁崎い冴わ三昨

気持阪燦自晒昨心昨不削見出裁腰日常生活削秘薩晒参冴深い意味燦

知傘祭碕歳埼済傘昨坂碕思い擦際甑わ冴裁冴阪朔人燦助砕傘祭碕削

皿榊崎腰自晒雑細晒削人間晒裁采作参傘昨埼際墾碕言榊崎い擦際甑 

以琢昨祭碕栽晒腰 

○坤竺実祉式実昨規模碕痣響力歳大済采作傘削肴参腰竺実祉式実歳

使ン詩削里ぼ際変化雑大済采作榊崎済冴墾碕いう祭碕 数朔力埼あ

三会員増強朔必要埼あ傘祭碕甑 

○擦冴腰坤皿三多采昨使ン詩人歳竺実祉式仔ン削作傘祭碕燦選び腰祭

参晒昨人々歳素晴晒裁い活動燦際傘昨燦目昨O̊三削裁崎腰超や腰使

ン詩碕国薇竺実祉式実朔腰互い削痣響裁あい腰向琢裁あう碕いう象

徴的作関係削あ傘墾碕いう祭碕甑 

以琢歳あい擦榊崎使ン詩昨竺実祉式実歳益々発展際傘傾向削あ傘昨

埼朔作い栽碕考え傘次第埼際甑 

焙宙報告焙宙報告焙宙報告焙宙報告婚橋本 悟恨                

会例会後 理宙会甑 

解「01里烝「鏤竺実祉式実鴫実詞：1㌦＝110付埼際甑 

回米山特別寄付金碕Ｒ財団寄付金昨腰領収書里び証明書配付致裁擦

際甑 

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                                                                        

懇志旨詞昏時識試ッ始 旨私始鹿ン 様, 朝熊 美焜 様 

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

坂本 昇,橋本 悟,小濱 痙男,越山 明,清水 濯昭,Ǔ 真理子, 

西村 伸久,鈴木 康,林 菖蒲,鴻原 光,山託 茂紀,脇 文彦 

         以琢以琢以琢以琢11111111隣隣隣隣様質合計金額：様質合計金額：様質合計金額：様質合計金額：1里1里1里1里,000,000,000,000付埼裁冴付埼裁冴付埼裁冴付埼裁冴甑甑甑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                                                                                    

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 

0』日 林 菖蒲 会員 

懇配偶者誕生日昏 

1』日 前川 離裘恵 様 

懇結婚記念日昏 

1重日 山託 茂紀 会員腰  「「日 川口 好宏 会員 

国際奉仕委員会担当例会国際奉仕委員会担当例会国際奉仕委員会担当例会国際奉仕委員会担当例会    

懇委員長昏鈴木 正之 国薇奉捗委員長 

懇裕話者昏時識試ッ始 旨私始鹿ン 様 

婚略歴恨使ン詩昨飼ン姉竺実識出身NY国薇連合。UN)昨元始磁鹿マン 

質1重里0烝６鏤NY昨国連本部削於い崎始磁鹿マン碕裁崎従宙際傘甑 

質1重重1烝湾岸戦争後初薩崎昨国連昨安全保藴理宙会腰武器排除国連

連合特別委員会θUNS（OMχ昨磁ン飼実碕裁崎使鹿屍昨核碕化学兵

器製造地昨写真燦撮傘甑 

質1重重「烝国連始ン滋施仔暫定統治機構θUNTA（χ昨磁ン飼実 

碕裁崎腰明石康昨元２烝間始磁鹿マン碕裁崎働采祭昨時腰初薩崎

日本昨自衛隊歳海外へ碕派遣細参冴甑 

質1重重『烝示孜ン似実屍削採砕傘国連烋和維持活動昨磁ン飼実昨一員

碕裁崎派遣細参傘甑 

質「00』烝重鏤腰国連燦退職甑そ昨後腰濯裴県度会郡玉城町埼暮晒裁

始薩傘甑超擦埼碕三冴薩冴写真腰日本埼昨写真燦公開甑 

質「00重烝『鏤皿三裁柵晒采昨間腰玉城町田丸小学校腰外城田小学校

直英語教育昨滋鹿ン至伺仔碕裁崎採手伝い甑現在朔腰玉城町国薇

交流誘会埼英会話教室昨講師碕裁崎腰地域昨方々削英語燦学珊埼

雑晒榊崎い擦際甑 
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生活生活生活生活質環境昨違い作質環境昨違い作質環境昨違い作質環境昨違い作

鷺燦教え崎託細い鷺燦教え崎託細い鷺燦教え崎託細い鷺燦教え崎託細い甑甑甑甑    



    

    

第第第第 1089108910891089回例会回例会回例会回例会    

懇日   時昏2018烝2鏤15日θ木χ 

懇会   場昏児鴫ッ屍旨次至識 3F婚烋安昨間恨 

懇寺竺市鹿痔昏青少烝奉仕委員会担当例会 

懇出   席昏会員数38隣 

       出席者30隣 出席率78.95％ 

 

 

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

皆様腰祭珊柵珊朔！ 

明日栽晒腰所得税里び復興特別所得税昨確定申告歳始擦三擦際甑 

そ参削菱歳砕崎腰私朔本日税理士削皿傘無料税務相談削癩事裁崎擦

い三擦裁冴甑何故腰税理士歳無料埼税務相談燦際傘昨栽碕申裁擦際

碕腰税理士業務朔税理士昨無償独占業務坂栽晒埼際甑鐚償質無償燦

問わ剤腰税理士以外昨方朔税理士業務燦行榊崎朔い砕作い昨埼際甑 

そ昨冴薩腰社会貢献昨一環碕裁崎坤税理士記念日墾腰坤税燦考え傘溫

間墾や坤確定申告時期墾作鷺削無料税務相談燦実施裁崎採三擦際甑 

毎烝腰政策歳晒札埼税制改正歳頻繁削行わ参傘皿う削作榊崎済崎採

三擦際甑そ昨中埼超回腰個人昨確定申告削新裁く創設細参擦裁冴セ

識児磁視伺師実斯ョン税制削肴い崎斎紹跳裁擦際甑 

セ識児磁視伺師実斯ョン碕朔坤自分自身雑健康削責任燦持阪軽度作

身体昨不調朔自分埼手当崎際傘祭碕墾碕đＨＯ埼定義細参崎い擦際甑 

国民昨自発的作健康管理や疾病予防昨流組燦促禍際傘祭碕削皿三腰

医療費昨抑制削肴作砦傘冴薩削創設細参冴雑昨埼際甑概要朔腰使ン

児識エン孜昨予防接種又朔定期予防接種等昨健康昨保持促禍里び疾

病昨予防へ昨流組燦行榊崎い傘方歳腰特定一般用医薬品等購入費燦

1「,000円燦超え崎支払榊冴場合削朔腰医療費控除昨適用燦溜砕傘祭

碕歳埼済傘制度埼際甑祭昨制度朔癩来昨医療費制度碕昨選択適用碕

作三腰裴複裁崎適用燦溜砕傘祭碕朔埼済擦在珊甑 

擦冴本日朔腰昴学園使ンタ実仔屍詞屍鹿字昨生癨細珊削採越裁い

冴坂い崎採三擦際甑昴学園昨使ンタ実仔屍詞屍鹿字昨活動朔地域社

会や学校削採い崎活発削行わ参崎い傘祭碕碕思い擦際甑 

裁栽裁腰生癨昨活動昨裏削朔腰菱生昨採力添え歳あ榊冴祭碕埼成在

傘祭碕埼際甑生癨昨皆様昨活動朔菱生方昨斎協力歳あ榊崎祭そ達成

裁え傘祭碕歳埼済冴雑昨埼あ三腰自分冴阪昨活動燦陰埼支え崎く坂

細傘方歳い傘祭碕燦忘参作い埼く坂細い甑擦冴腰協力裁崎く参傘菱

生方削巡三会え冴祭碕や地域社会昨方里び当竺実タ式実屍鹿字昨会

員碕知三合う機会歳埼済腰様々作奉仕活動燦経験際傘祭碕歳埼済冴

祭碕朔腰祭参栽晒社会へ踏札出際うえ埼大変貴裴作糧削作傘祭碕坂

碕思い擦際甑 

学校生活」烝間斎苦労様埼裁冴甑 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告婚橋本 悟恨                

会竺実タ式実手帳購入昨採知晒在歳来擦裁冴甑詳細朔事務局擦埼 

解次回昨例会朔腰隰阪」屍鹿字合輪例会埼際甑 

会場：華王殿 点鐘：18：」0 

回竺実タ式実昨離「鏤号縦組札1『時実施削太田会員昨投稿記事歳  

 掲載細参崎採三擦際甑 

塊本居宣長記念館皿三」鏤『日擦埼開催昨冬昨企画展坤朔載擦三朔

秋墾昨特別紹跳券θ本居宣長記念館入場可」鏤」1日擦埼χ歳届い崎

い擦際甑斎希望者朔事務局擦埼甑 

 

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                 

懇志旨詞昏 昴学園高等学校θ使ンタ実仔屍詞屍鹿字代表者χ 

   婚教 員恨褫呂 悦子 菱生腰奥田 智美 菱生 

   婚生 癨恨水谷 京香 細珊腰瀬虜 優希 細珊腰 

        糸川 愛夏 細珊腰秋田 侑香 細珊甑 

誌誌誌誌思誌思思誌思思誌思思誌思ＢＯńＢＯńＢＯńＢＯń                                                                        

坂本 昇,橋本 悟,井旅 篤,小濱 彰男,越山 明,清水 濯昭, 

田中 和弘辻 真理子,西 大輔,西谷 満,西村 伸久,林 菖蒲, 

隴東 正,鴻原 肘,山託 茂紀,脇 文彦 

         以琢以琢以琢以琢1111【【【【隣隣隣隣様質合計金額：様質合計金額：様質合計金額：様質合計金額：「』「』「』「』,000,000,000,000円埼裁冴円埼裁冴円埼裁冴円埼裁冴甑甑甑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    

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

懇新会員研修セ璽試実質報告昏 

 

宮園 貴隆 会員 

 

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

青少年奉仕委員会青少年奉仕委員会青少年奉仕委員会青少年奉仕委員会担当例会担当例会担当例会担当例会        

                                

ﾜﾜﾜﾜ西西西西    大輔大輔大輔大輔    委員長ﾝ委員長ﾝ委員長ﾝ委員長ﾝ    

    

    

☆昴学園高等学校鰺イン』☆昴学園高等学校鰺イン』☆昴学園高等学校鰺イン』☆昴学園高等学校鰺イン』ーアクトクラブ鯲ーアクトクラブ鯲ーアクトクラブ鯲ーアクトクラブ鯲    

ﾚ教 員ﾛ野呂 悦子 先生ﾎ奥田 智美 先生 

 ﾚ生 徒ﾛ水谷 京香 さんﾎ瀬古 優希 さんﾎ 

      糸川 愛夏 さんﾎ秋田 侑香 さんﾏ 
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第第第第 1090109010901090回例会回例会回例会回例会    

懇日   時昏2018烝2鏤26日θ鏤χ 

懇会   場昏松阪質華王殿 

懇寺ロ市鹿ム昏松阪3屍鹿字合輪例会 

              婚百木孝司ガバ試実補佐訪問恨 

懇出   席昏会員数38隣 

       出席会員23隣 出席率60.53％ 

 

    

誌誌誌誌コ誌ココ誌ココ誌ココ誌コżＯＸżＯＸżＯＸżＯＸ                                                                     

坂本 昇,井旅 篤,植松 悦子,大川 和夫,岡井 凡,奥村 清隆, 

川旅 好宏,北出 誠,小濱 彰男,佐藤 光宏,清水 濯昭,鈴木 康, 

田中 和弘,村田 耕一,山託 茂紀,脇 文彦 

 

         以琢以琢以琢以琢1』1』1』1』隣隣隣隣様質合計金額：様質合計金額：様質合計金額：様質合計金額：20202020,000,000,000,000円埼裁冴円埼裁冴円埼裁冴円埼裁冴甑甑甑甑鐚難う斎菜い擦す甑鐚難う斎菜い擦す甑鐚難う斎菜い擦す甑鐚難う斎菜い擦す甑    

寺ロ市鹿ム寺ロ市鹿ム寺ロ市鹿ム寺ロ市鹿ム                                                                                    

』イム]ケ[ュール』イム]ケ[ュール』イム]ケ[ュール』イム]ケ[ュール    

18181818：：：：30303030婚松阪婚松阪婚松阪婚松阪3333屍鹿字合輪例会恨屍鹿字合輪例会恨屍鹿字合輪例会恨屍鹿字合輪例会恨    

懇ベ        識昏θ松阪東ĺŔ質ćźźχ濯井 義則 

懇点        鐘昏θ松阪東ĺŔ質会  長χ川原 烋生 

懇ソ   ン   市昏    ｗ 国 歌 ｘ 

ｗ奉仕昨理想 ｘ 

     懇会 長  報 告昏θ松阪東ĺŔ質会  長χ川原 烋生 

懇ビ施タ実紹跳昏θ松阪東ĺŔ質会  長χ川原 烋生 

懇焙 宙  報 告昏θ松阪東ĺŔ質焙  宙χ虜川 喜久朗 

懇出 席  報 告昏θ各 屍 鹿 字χ 

懇誌 コ  報 告昏θ各 屍 鹿 字χ 

懇行        宙昏ｗ 百木 孝司 ガバ試実補佐質卓話 ｘ 

懇点        鐘昏θ松阪東ĺŔ質会  長χ川原 烋生 

 

 

 

19191919：：：：10101010婚松阪婚松阪婚松阪婚松阪3333屍鹿字懇親会恨屍鹿字懇親会恨屍鹿字懇親会恨屍鹿字懇親会恨    

懇開        会昏 

懇乾杯 昨 音頭昏θ松阪山桜ĺŔ質会長χ坂本 昇 

懇閉 会 昨  辞昏θ松阪ĺŔ   質 会長χ四十崎 義隆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

婚婚婚婚乾杯昨挨拶乾杯昨挨拶乾杯昨挨拶乾杯昨挨拶恨恨恨恨松阪山桜ĺŔ会長：坂本松阪山桜ĺŔ会長：坂本松阪山桜ĺŔ会長：坂本松阪山桜ĺŔ会長：坂本    昇昇昇昇 

札作細珊 祭珊柵珊わ！ 

 

冴坂い擦斎紹跳い冴坂済擦裁冴腰超烝度松阪山桜ĺŔ昨会長燦務め

細せ崎い冴坂い崎採三擦す坂本埼す甑 

本日朔松阪３屍鹿字合輪例会削 

多数斎参盆い冴坂済 

あ三歳碕う斎菜い擦す甑 

擦冴腰 

松阪東ĺŔ昨川原会長初め 

会員昨皆様削朔ホ旨ト屍鹿字碕裁崎腰 

企画運営削斎尽力い冴坂済 

採礼申裁琢砦擦す甑 

ロ実タ式実朔腰 

奉仕碕親睦歳大宙栽碕思い擦す甑 

祭昨様削松阪昨３屍鹿字歳 

集擦三合輪例会燦開催す傘祭碕削皿三腰 

色々作情報交換碕親睦燦 

深め傘祭碕歳埼済傘祭碕朔腰 

大変意義あ傘祭碕坂碕思い擦す甑 

祭祭栽晒第忠部昨懇親会歳開催細参擦す甑 

乾杯昨斎使命燦拝命裁擦裁冴昨埼腰僭越埼朔斎菜い擦す歳腰ロ実タ

式実昨益々昨発展碕会員皆様昨斎多焜燦祈念裁崎乾杯裁冴い碕思い

擦擦す甑 

ｗロ実タ式実昨益々昨発展碕会員皆様昨斎多焜燦祈念裁崎乾杯！ｘ 

 

鐚難う斎菜い擦裁冴甑 
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