
    

    

第第第第 1091109110911091回例会回例会回例会回例会    

懇日   時昏2018烝3鏤1日θ木χ 

懇会   場昏児鴫ッ屍旨ホテ識 3F婚烋晧昨間恨 

懇寺竺市鹿痔昏環境保全委員会担当例会 

              諸事採祝い 

懇出   席昏会員数38隣 

       出席会員 26隣 出席率68.42％ 

 

 

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

札作細珊 祭珊柵珊朔! 

菱日朔腰３屍鹿字合輪例会削多采昨斎出席燦賜三腰誠削あ三歳碕う

斎菜い擦す甑 

３屍鹿字合輪例会削出席す傘祭碕埼腰他屍鹿字碕親睦燦深薩傘祭碕

削皿三竺実祉式実昨仲間雑増え腰情報交換す傘祭碕埼腰違榊冴考え

や新裁い情報燦収集す傘祭碕雑埼済腰大変鐚意義作例会碕作榊冴祭

碕碕思い擦す甑 

次烝度朔当屍鹿字歳ホ旨詞碕 

作三擦す昨埼腰 

越山会長エ鴫屍詞 

皿山裁采採願い裁擦す甑 

昨日朔腰春一番歳吹済擦裁冴甑 

春一番碕いう皿三腰 

春昨嵐歳正裁い栽碕思い擦す歳腰 

皆様昨自宅腰会社朔大沢彿埼裁冴埼裁鮫う栽甑 

今朝雑擦坂春昨嵐昨余韻埼風朔栽作三強栽榊冴昨埼す歳腰隰阪削近

咲采削肴参い冴傘碕祭山埼虹燦札傘祭碕歳埼済擦裁冴甑 

春歳近咲い崎済冴作碕実感す傘碕碕雑削腰会長職雑8始鏤歳過災腰

残三『始鏤碕作三腰指実識歳見え崎済冴碕祭山埼す甑 

会員昨皆様昨寛容作採心碕斎協力削皿三腰祭祭擦埼会長職燦務薩傘

祭碕歳埼済感謝裁崎採三擦す甑 

派手作祭碕朔埼済擦せ珊歳腰例会燦充実す傘冴薩削残三『始鏤雑橋

本幹事碕共削頑張三擦す昨埼鷺う栽皿山裁采採願い裁擦す甑 

話朔変わ三擦す歳腰士式ン侍ッ屍埼高木菜那歳「肴昨金磁私識燦獲

得裁腰旨治ン支実昨日本電産栽晒」階級特進昨係長昨治旨詞歳諾え

晒参傘ニュ実旨歳あ三擦裁冴甑 

日本電産朔腰色々作示実祉実燦製作裁崎い傘会社埼す甑 

昭和『8烝削京都市埼現在昨代表取締役会長兼社長埼あ三擦す永晤

重信氏歳資本金「,000拓円埼腰日本電産株式会社燦設立裁腰精密小

型źŔ示実祉実昨製造販売燦開始裁腰そ昨後細擦菜擦作示実祉実燦

製作す傘碕碕雑削腰東南ア施ア腰汐実竺ッパ腰中国腰韓国腰イン詩

作鷺世界燦網羅す傘皿う削関連会社燦設立裁腰東証一部朔雑阪山珊腰

ニュ実汐実屍市場削雑琢場す傘ほ鷺一代埼急成長裁冴会社埼す甑 

冴擦冴擦腰友人昨息子細珊歳就職裁冴会社埼雑あ三腰肴作歳三昨肴

作歳三埼高木菜那削擦埼親近感燦抱済擦裁冴甑 

友人昨息子細珊削何故祭昨会社削就職裁冴昨栽碕尋搾傘碕腰祭参栽

晒朔腰イン児鹿歳電気自動車削代わ傘可能性歳高い昨埼腰将来性燦

買榊崎選択裁擦裁冴甑 

濁晧朔一代埼成三琢歳榊冴ワン爾ン昨会長歳ネッ屍栽作碕冷静削回

答裁崎采参擦裁冴甑 

今鷺済昨子朔腰あ傘意味冷静削物事歳判断埼済傘碕思い擦裁冴甑 

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

会例会後 理事会甑 

解「018烝」鏤竺実祉式実鴫実詞：1㌦＝108円埼す甑 

回宮園会員歳愛知Ｅ屍鹿字削磁イ屍アッ寺細参擦裁冴甑 

塊林菖蒲会員歳坤竺実祉式実昨友墾 

ｗパ枝識こご竺実祉式実ｘ 

当選細参擦裁冴甑 

景品：竺実祉式実昨友隣前入三針作裁旨テ実寺鹿実 

ニニニニ思ニ思思ニ思思ニ思思ニ思żＯＸżＯＸżＯＸżＯＸ                                                                     

坂本 昇,橋本 悟,岡井 功,小濱 彰男,越山 明,佐藤 肘宏, 

清水 濯昭,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：19191919,000,000,000,000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 佐藤 肘宏 会員腰0】日 岡井 功  会員 

1」日 大川 和彿 会員腰1】日 東川 直輝 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

懇配偶者誕生日昏 

0「日 山託 札や子 様腰1「日 立岡 三済 様 

1』日 川口 琴江 様腰 19日 村田 美智子 様 

「1日 越山 峰子 様 

懇結婚記念日昏 

19日 徂田 正隆 会員腰「1日 越山 明 会員 

「8日 西村 伸久 会員 

 

環境保全環境保全環境保全環境保全委員会担当例会委員会担当例会委員会担当例会委員会担当例会    

    

懇委員長昏鴻原 肘 環境保全委員長 
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第第第第 1092109210921092回例会回例会回例会回例会    

懇日   時昏2018年3鏤15日θ木χ 

懇会   場昏児鴫ッ屍旨ホテ識 3F婚桐昨間恨 

懇寺竺市鹿痔昏会員研修委員会担当例会 

懇出   席昏会員数38名 

       出席者30名 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                                                                

皆細珊祭珊柵珊朔！ 

 

私事埼朔あ三擦際歳腰本日」鏤1』日所得税昨確定申告事務燦無事削

終了裁擦裁冴甑 

例年」鏤1』日朔腰深夜擦埼確定申告事務燦裁い崎い傘昨歳通常埼際

歳腰超回朔早薩削終了裁腰会長挨拶歳埼済傘祭碕削大変焜せ燦感載

擦際甑超年昨確定申告埼印象削残榊冴祭碕朔腰農業所得歳減少裁濁

動産所得歳増盆裁擦裁冴甑農業従事者歳高齢化裁腰農業削従事埼済

作采作榊冴冴薩腰田は燦賃ヘ際傘人歳多采作榊冴冴薩埼際甑中小企

業昨株式燦売却際傘方歳阪晒ほ晒現参擦裁冴甑後継者歳い作い冴薩

昨売却埼際歳腰株式燦売却埼済傘方朔会社碕裁崎魅力昨あ傘会社昨

札埼腰大半昨方朔廃業細参崎い擦際甑事業承継歳社会問巠削作三肴

肴あ三擦際甑金昨売却歳阪晒ほ晒あ榊冴甑通貨皿三金甑琢場株式昨

売プ埼巨巸作申告燦裁冴人歳い冴甑漁業昨収入歳異常作ほ鷺徹い甑 

採客細珊昨自宅擦埼出向い崎確定申告関係書類燦細歳裁冴甑少裁認

知栽甑準確定申告雑増え崎済崎い傘甑経営者昨高齢化腰撤宅資金贈

諾腰自社株昨贈諾作鷺贈諾雑増え崎済崎い傘甑 

本日朔腰PETS研修燦終え冴越山会長エ鴫屍詞歳次年度削肴い崎少

裁採話細参擦際甑1年前腰私雑腰伊賀琢野埼PETS研修燦溜け擦裁冴甑

超栽晒振三返参柵腰あ榊碕いう間削過災擦裁冴甑当時腰PETS研修昨

際腰姉飼試実エ鴫屍詞皿三腰皆細珊諦薩崎会長碕裁崎昨職務削全う

裁崎采坂細い碕言わ参冴祭碕燦思い出裁擦際甑祭参栽晒腰1栽鏤雑

際傘碕腰越山エ鴫屍詞雑会長示実詩削作傘碕思い擦際甑是非腰自分

昨思い燦寺竺市鹿痔削ぶ肴け崎1年間一生懸命活動裁崎采坂細い甑 

 

擦冴腰」鏤『日削朔腰隰阪花裁鮫うぶ鹿使オン枝屍鹿字昨結成「0

周年記念例会削参盆裁崎擦い三擦裁冴甑隰阪花裁鮫うぶ鹿使オン枝

屍鹿字朔腰隰阪中央鹿使オン枝屍鹿字昨応援削皿三腰」『名埼旨タ実

詞細参腰現在「9名埼運営細参崎採三擦際甑「0周年記念事業碕裁崎『

肴昨事業燦細参崎い擦裁冴昨埼斎紹跳裁擦際甑 

1．式誌ュ実仔識裁冴隰阪市図書館削児童書コ実試実坤花裁鮫うぶ文

庫墾燦寄贈  大型絵本ǖǘǹ冊 

「．隰阪市役所削結婚記念写真撮痣コ実試実燦寄贈 

」．第1「回花裁鮫うぶ鹿使オン枝屍鹿字杯隰阪市放課後児童屍鹿字

使ベン詞交流会開催甑 支援金碕記念品燦寄贈 

『．中部児伺識雌実示誌実交響楽団昨定期演奏会削隰阪市碕多気町昨

中学校吹奏楽部員「0貸名燦招待甑  

 

当屍鹿字昨次々年度朔「』周年記念事業燦控え崎採三擦際甑 

次回昨例会埼村田先生皿三記念事業削肴い崎採話歳あ傘碕思い擦際甑 

是非腰会員昨皆様昨斎協力削皿三成凡裁冴碕思い擦際昨埼腰祭参栽

晒雑斎支援斎協力願い擦際甑 

焙事報告焙事報告焙事報告焙事報告婚橋本 悟恨                

会隰阪花裁鮫うぶ鹿使オン枝屍鹿字栽晒「』周年記念式典昨採礼状

歳届い崎採三擦際甑 

解台湾東部地震災害義捐金削肴い崎甑 

回名流竺実タ式実屍鹿字へ周年事業へ昨祝電燦送三擦裁冴甑 

誌誌誌誌コ誌ココ誌ココ誌ココ誌コＢＯＸＢＯＸＢＯＸＢＯＸ                                                                        

坂本 昇,橋本 悟,植隰 悦子,岡井 凡,小濱 痙男,越山 明,鈴木 康 

辻 真理子,林 擦細子,隴東 正,前川 佳久,山託 茂紀,脇 文彦 

         以琢以琢以琢以琢1111」」」」名名名名様質合計金巸：様質合計金巸：様質合計金巸：様質合計金巸：19191919,000,000,000,000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                                                                                

○越山会長エ鴫屍詞 

。PETS報告：」鏤10日。土)岐阜会場削崎) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地区社会奉仕小委員会栽晒昨環境保全調査依頼書燦溜け腰会員昨

皆様削調査細せ崎い冴坂済擦際甑 

○出席委員会皿三 

宮園会員歳腰愛知竺実タ式実Ｅ屍鹿字へ磁使姿而ッ寺細参擦裁冴甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

会員研修委員会担当例会会員研修委員会担当例会会員研修委員会担当例会会員研修委員会担当例会        

ﾜﾜﾜﾜ会員増強委員会・岡井会員増強委員会・岡井会員増強委員会・岡井会員増強委員会・岡井    会員研修副委員長会員研修副委員長会員研修副委員長会員研修副委員長ﾝﾝﾝﾝ    
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第第第第 1093109310931093回例会回例会回例会回例会    

懇日   時昏2018烝3鏤22日θ木χ 

懇会   場昏児鴫ッ屍スホテ識 3F婚烋安昨間恨 

懇寺竺市鹿痔昏隰阪山桜RC創立25周烝記念削向け崎昨裕話 

懇出   席昏会員数38隣 

       出席者27隣 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                                                                

έ様祭珊柵珊朔！ 

 

連日昨雨埼桜昨開花雑少裁遅参腰い肴雑碕輪載皿う作時期削開花際

傘皿う作感載碕作榊崎擦い三擦裁冴甑 

 

19日朔腰隰阪地区昨高校溜験昨合格発表埼裁冴甑私昨宙務所埼雑腰

忠人昨従業員昨娘細珊歳溜験対象者埼裁冴甑19日削合格発表埼腰20

日歳学校埼説明会あ傘碕昨祭碕埼腰20日朔合格作晒説明会歳あ傘昨

埼休薩在崎託細い碕昨祭碕埼裁冴歳腰休擦作栽榊冴晒鷺昨皿う削声

燦栽け皿う栽迷い擦裁冴甑 

焜い腰予定通三採休札裁崎託細い擦裁冴昨埼腰一安心裁崎採三擦際甑 

 

今日朔少裁腰屍鹿字管理削触参冴い碕思い擦際甑 

 

懇屍鹿字運営昨原則昏 

屍鹿字運営昨原則朔腰屍鹿字昨自治権昨行使削あ三擦際甑 

但裁腰1922烝削国際竺実祉式実屍鹿字連合会歳ĺＩ削改組細参冴祭

碕燦機会削腰標準竺実祉式実屍鹿字定款歳作晒参腰罪参以降削設立

細参冴屍鹿字朔罪昨標準竺実祉式実屍鹿字定款燦採用際傘祭碕歳義

務付け晒参傘皿う削作三腰罪参以降朔腰各屍鹿字歳独自昨判断埼決

薩晒参傘宙項朔腰罪昨屍鹿字隣碕区域限界昨札碕作三腰罪参以外朔

標準竺実祉式実屍鹿字定款昨原文罪昨雑昨燦採用裁作け参柵作晒作

く作三擦裁冴甑 

竺実祉式実運動燦思想昨原理栽晒見傘碕済腰雑裁腰異作榊冴原理燦

主張際傘屍鹿字歳あ参柵腰罪昨屍鹿字燦竺実祉式実屍鹿字碕倭ぶ祭

碕朔矛盾燦生載擦際甑従榊崎腰罪昨原則燦崩在柵最早竺実祉式実屍

鹿字埼作く作傘必要条件燦標準尤裁冴雑昨歳定款埼際甑擦冴腰竺実

祉式実燦運動体昨側面栽晒見傘碕済腰世界中削存在際傘約3『,000

昨屍鹿字歳柵晒柵晒昨組織管理燦際傘祭碕削雑問巠歳あ三擦際腰罪

祭埼腰祭参晒燦標準尤際傘雑昨碕裁崎定款歳必要削作榊崎済擦際甑

定款削違反裁作い限三腰擦冴腰定款削記載細参崎い作い宙項削肴い

崎朔腰全崎昨屍鹿字昨自主的作判断削任細参崎採三腰罪昨規約燦擦

碕薩冴雑昨歳屍鹿字細則埼際甑 

屍鹿字細則朔腰罪参財参昨屍鹿字昨実情削合わ在崎定薩晒参傘べ済

埼際甑』0隣昨屍鹿字腰100隣昨屍鹿字腰罪参財参昨屍鹿字昨実情削

合わ在冴細則燦定薩腰細晒削毎烝罪参財参燦見直裁作歳晒腰細則削

基咲い冴屍鹿字昨運営歳細参作け参柵作三擦在珊甑 
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懇理宙会運営昨原則昏 

理宙会朔屍鹿字不削採い崎腰最高昨自主管理権燦持榊崎い擦際甑総

会燦最高昨議決機輸碕際傘一般昨常識朔竺実祉式実削朔適用細参崎

採晒剤腰理宙会歳際べ崎昨議案削輸際傘菱議権燦持阪腰屍鹿字宙項

削輸際傘理宙会昨決定朔最終決定碕作三擦際甑屍鹿字昨代表権者朔

会長碕焙宙埼際歳腰祭昨代表権碕いえ鷺雑理宙会昨決定歳優菱裁腰

仮削会長腰焙宙歳直屍鹿字やĺＩ碕約束宙燦裁冴碕裁崎雑理宙会歳

祭参燦拒否際参柵無効碕作三擦際甑理宙会昨決定燦覆際冴薩削朔腰

定足数燦満冴裁冴例会埼3分昨2以琢昨賛成燦得作け参柵作晒剤腰

宙実琢濁可能削近い数埼あ傘碕共削腰万一祭参歳可決細参冴場合削

朔腰理宙会昨濁信任削細え肴作歳三栽搾作い重大宙碕言え傘埼裁鮫

う甑理宙会歳大済作権限燦持肴祭碕朔腰輪時削大済作責任燦持肴祭

碕燦意味裁擦際甑議案昨提案削あ冴榊崎朔宙前削会員昨意見燦充分

聞く配慮歳必要埼あ三腰決定削あ冴榊崎雑理宙全員昨コンセン支ス

燦得傘べ済埼あ傘碕いう理ょ栽晒腰理宙会昨決定削肴い崎朔腰過半

数主義燦採晒剤腰全員一致主義燦採用裁崎い傘屍鹿字雑多い埼際甑 

 

-例会葈変更焄嘘消 

-例会充当時間荿満た荢い出席葈判定 

-名誉会員葈身分存続 

-職業分類葈是正焄訂正 

-出席補填 理事会益承瞼した奉仕餧#ジ鉙ク隆焄行事焄会合 

-出席免除 理事会益承瞼した理由 

-会員身分終結 

 

作鷺栽作三昨部分歳腰理宙会昨裁量削委搾晒参傘皿う削作榊冴昨埼腰

慎重栽肴適正作決定歳必要埼際甑 

理宙会朔審議機輸埼あ三腰201【烝規定審議会昨決定削皿三理宙会磁

ンバ実朔会長腰直前会長腰会長エ鴫屍ト腰副会長θ任和細参冴場合χ腰

焙宙腰会計及び理宙埼構成細参擦際甑会場監督θ任和細参冴場合χ

朔腰細則昨定薩傘碕祭山削従榊崎腰理宙会昨磁ンバ実碕際傘祭碕歳

埼済擦際甑会長エ鴫屍トや副会長歳屍鹿字奉捗委員長燦兼任際傘場

合朔腰罪昨職責琢理宙削就任裁擦際歳腰罪う埼作い場合朔会長燦含

薩崎必剤裁雑理宙埼あ傘必要朔あ三擦在珊甑 

会場監督θćźźχ歳議決削参盆際べ済栽否栽削肴い崎朔賛否両論

歳あ三擦際歳腰何参削決定裁冴場合埼雑腰細則削明記裁崎採く必要

歳あ傘埼裁鮫う甑屍鹿字運営燦付滑削行う冴薩削朔腰宙案燦審議決
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定際傘審議機輸θ理宙会χ碕決定裁冴宙案燦実行際傘執行機輸θ役

員χ碕燦分頹裁崎採く必要歳あ三擦際甑 

焙宙朔執行機輸昨代表権者碕裁崎腰理宙会埼決定裁冴宙案燦会員削

伝え傘碕共削腰罪昨実行燦会員削透際職責歳あ三擦際甑作採腰201【

烝規定審議会削皿三理宙会昨議宙録朔腰開催後【0日以不削全屍鹿字

会員歳入手埼済傘皿う削際傘べ済碕作三擦裁冴甑 

2013烝昨規定審議会皿三腰副会長及び会場監督朔役員埼あ榊崎雑作

く崎雑皿い祭碕削作三腰201【烝削朔会計朔理宙会磁ンバ実碕作三擦

裁冴甑会場監督θ任和細参冴場合χ朔腰細則昨定薩傘碕祭山削皿三

擦際甑擦冴腰副焙宙朔オ字孜実バ実昨立場埼理宙会削出席際傘祭碕

朔埼済擦際歳腰審議削参盆際傘祭碕朔埼済擦在珊甑 

竺実祉式実屍鹿字昨特徴朔腰役員昨任期歳１烝埼交代際傘祭碕削あ

三擦際甑祭参朔ĺＩやガバ試実碕屍鹿字碕昨輸逃埼雑輪様埼あ三腰

祭昨原則歳崩参傘昨朔唯一腰竺実祉式実昨原則燦破榊崎直接監督権

昨行使燦溜け傘時坂け埼際甑何参削在皿腰管理琢昨役職や社会的地

位削皿榊崎腰竺実祉式アン削身分的琢託輸逃燦作晒作い祭碕歳竺実

祉式実昨鉄則埼際甑 

 

懇役員質理宙碕罪昨任務昏 

1．会長 

形式琢昨屍鹿字昨代表者埼あ三腰裁柵裁柵象徴碕裁崎昨天ὲ削例え

晒参擦際甑一般社会埼朔会長燦代表権者碕札作裁擦際歳腰竺実祉式

実埼朔ĺＩや直屍鹿字碕対処際傘場合朔会長質焙宙歳共削代表権者

碕作三擦際甑対不的削朔屍鹿字運営昨責任者碕宙業昨執行権及び役

員や委員長昨任和権燦併在持阪擦際歳腰執行権朔本来昨代表権者埼

あ傘焙宙削任在傘べ済埼裁鮫う甑 

会長削朔屍鹿字運営碕いう大済作責任歳あ三腰屍鹿字昨自主性燦生

栽裁活性尤燦図傘冴薩削朔腰強い式実私実斯ッ寺歳要求細参擦際甑

会長昨特権碕裁崎腰毎例会削会長昨時間歳諾え晒参擦際甑会長昨時

間朔会長挨拶埼作く腰奉捗理念燦提唱際傘貴重作時間埼際甑会員削

対際傘奉捗理念昨提唱祭罪腰会長削諾え晒参冴最雑大済作責任碕言

え擦裁鮫う甑 

世俗昨論理燦尊重裁歳阪昨日本埼朔腰会長昨選挙削あ冴榊崎雑腰鷺

う裁崎雑社会的地位碕栽烝凡序列削碕晒わ参や際く腰罪昨結果碕裁

崎若い会長歳極端削少作い埼際甑会長燦経験裁作け参柵ガバ試実削

作参剤腰ガバ試実燦経験裁作け参柵ĺＩ昨理宙や会長削作参作い規

約作昨埼腰会長削就任際傘烝齢歳極端削高い日本栽晒朔腰働済盛三

昨ĺＩ役員燦出際祭碕朔菱剤濁可能作昨歳現実埼際甑ĺＩ昨中埼式

実私実斯ッ寺燦発揮際傘冴薩削朔腰若い屍鹿字会長燦作傘祭碕歳罪

昨第１歩碕作三擦際甑 

総会及び理宙会昨議長燦務薩腰全崎昨委員会昨職権琢昨委員碕作三

擦際甑 

就任条件碕裁崎腰会長エ鴫屍ト昨期間削腰会長エ鴫屍ト研修セ璽試

実碕地区研修誘議会削必剤出席際傘栽腰擦冴朔ガバ試実昨許可燦得

冴琢埼腰代理者皿三研修報告燦溜け傘祭碕歳要求細参崎い擦際甑 

 

2．焙宙 

焙宙朔執行部門昨代表者碕裁崎腰不勇総理大臣削例え晒参腰実務琢

昨権限碕責任燦持阪擦際甑正副委員長や委員昨選定θ任和権朔会長χ

等昨人宙腰予算組腰会員昨入退会腰宙務局等昨屍鹿字管理削輸際傘

実務的宙項朔腰際べ崎焙宙燦窓口碕裁崎処理細参擦際甑 

竺実祉式実屍鹿字歳社交屍鹿字碕裁崎発足裁冴歴史的背景栽晒腰屍

鹿字昨流三擦碕薩役埼あ三世話役埼雑あ傘焙宙昨存在朔大済く腰留

任朔殺裁山推奨細参崎採三腰大阪屍鹿字昨露口四郎朔13烝間焙宙燦

務薩冴碕いう記録燦持榊崎い擦際甑 

裁栽裁腰近烝腰焙宙昨権限歳徐々削縮小細参崎腰罪昨権限燦会長削

移際傾向歳強く作三腰19【2烝昨ĺＩ理宙会決議削皿榊崎腰罪昨任期

雑直昨役職輪様削1烝間歳原則碕作三擦裁冴甑 

執行部門昨代表権者碕裁崎昨発言腰助言腰勧告以外削腰理宙会や委

員会昨運営削輸際傘権限燦持阪擦在珊甑従榊崎腰理宙会昨議長燦務

薩冴三腰委員会報告昨代行燦焙宙削依頼際傘祭碕朔埼済擦在珊甑理

宙埼あ三腰定款細則燦始薩あ晒錆傘情報削精通裁冴実務琢昨寺竺碕

裁崎腰理宙会埼積極的削発言腰助言腰勧告際傘義務歳あ三擦際歳腰

執行権者碕いう立場栽晒考え参柵議決削朔参盆裁作い方歳決定宙項

燦裁や際い場合歳あ三擦際甑竺実祉式実削輸際傘あ晒錆傘情報朔焙

宙削集中際傘昨埼腰屍鹿字会報昨編集雑本来焙宙昨役割埼際歳腰実

際削朔副焙宙擦冴朔担当委員会歳代行際傘場合歳多い埼際甑 

就任条件碕裁崎腰い剤参栽昨委員会昨委員長燦経験裁冴会員栽晒任

和裁擦際甑 

 

質具体的職務不容 

-会員記録葈整理保存 

-あらゆる会合葈設営焄招集通知葈冢送焄出席記録焄議事録葈作

成羽保存煜 

-ＲＩ荿対する会員半期報告焄四半期報告焄出席報告[毎月最終

例会直後¥を含むあらゆる報告羽連絡 

-#.タ アン瞿購読料葈送付 

-会員証焄メ.クアッ餧銧.﨩葈冢行 

-鉷バ隝.公式訪問報告書葈作成 

-会長焄理事会焄委員会焄会員羽葈連絡調整 

-理事会葈意向を唄け罇会計羽共荿予算書及び決算書を作成する煜

決算処理羽会計書類葈作成蒴会計葈業務羽荢る益焄予算葈大枠

を組む作業蒴幹事葈責任羡ある煜 

-会員へ国際#.タ .葈We’ サイ隆葈MyRot‘ry へ葈冩録を奨励

し確瞼する煜また焄ク\飼葈概況#.タ .ク\飼セン隆\!

荿ク\飼目標-実績を報告する煜 

 

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

①『鏤』日。木)隰阪山桜ĺŔ創立記念例会点鐘19:00～20:30埼際甑 

※当日朔腰ア識コ実識昨準備歳あ三擦際甑 

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

坂本 昇,橋本 悟,戻出 誠,小濱 彰男,清水 濯昭,辻 真理子 

隴東 正,鴻原 肘,宮園 隆貴,村ゅ 耕一,山託 茂紀 

         以琢以琢以琢以琢11111111隣隣隣隣様質合計金巸：様質合計金巸：様質合計金巸：様質合計金巸：18181818,000,000,000,000付埼裁冴付埼裁冴付埼裁冴付埼裁冴甑甑甑甑鐚飫う斎菜い擦際甑鐚飫う斎菜い擦際甑鐚飫う斎菜い擦際甑鐚飫う斎菜い擦際甑    

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

松阪山桜ロろ』へろクふブ創立松阪山桜ロろ』へろクふブ創立松阪山桜ロろ』へろクふブ創立松阪山桜ロろ』へろクふブ創立25252525 周年記念に向けての緯話周年記念に向けての緯話周年記念に向けての緯話周年記念に向けての緯話        

ﾜﾜﾜﾜ村田村田村田村田    耕一耕一耕一耕一25252525 周年準備委員長周年準備委員長周年準備委員長周年準備委員長ﾝﾝﾝﾝ    

    

    

    

    

                            れ国際奉仕事業を模索れ国際奉仕事業を模索れ国際奉仕事業を模索れ国際奉仕事業を模索    

    

                                    れ周年事業に相応しい事業計画れ周年事業に相応しい事業計画れ周年事業に相応しい事業計画れ周年事業に相応しい事業計画    

                                        

                            れ会員の皆様のご胃力をれれれれ会員の皆様のご胃力をれれれれ会員の皆様のご胃力をれれれれ会員の皆様のご胃力をれれれ    


