
    

    

第第第第 1102110211021102回例会回例会回例会回例会    

懇日   時昏2018烝6鏤7日θ木χ 

懇会   場昏児鴫ッ屍旨次テ識 3F婚烋安昨間恨 

懇寺竺市鹿痔昏親睦委員会担当例会 

              諸事採祝い 

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！ 

 

【鏤朔腰竺実祉式実親睦活動鏤間埼際甑 

祭参朔腰屍鹿字削採け傘親睦活動碕朔異作三擦際甑 

共通昨職業的関心や鴫屍式嗣実斯ョンへ昨関心燦持肴竺実祉式仔ン

碕そ昨配偶者作鷺栽晒作傘国際的作市識実寺埼際甑 

輪載関心や趣味腰職業燦雑肴世界中昨仲間碕楽裁く交流埼済傘方法腰

そ参歳坤竺実祉式実親睦活動市識実寺墾埼際甑 

世界中削会員歳い傘竺実祉式実作晒埼朔昨国際交流燦強調際傘期間

埼際甑 

竺実祉式実昨親睦活動市識実寺朔腰嗣旨時鹿ント語削関心燦持肴竺

実祉式仔ン歳集擦榊冴祭碕燦済榊栽け削19「8烝削始擦三擦裁冴甑 

親睦活動昨種類朔時燦経傘事削皿三増え崎済擦裁冴甑 

坤竺実祉式実親睦活動市識実寺墾朔腰国際奉仕昨一部門埼際甑 

現在約80親睦活動市識実寺歳あ三腰趣味や職業活動燦通載崎腰国際

親善碕奉仕削貢献裁崎い擦際甑 

市識実寺作晒埼朔昨特別作旨姿識燦利用裁崎奉仕活動燦行榊崎い傘

親睦市識実寺雑あ三擦際甑 

カ諮実昨親睦活動市識実寺朔腰河川昨清掃寺竺施史屍ト燦実施腰思

ン侍ュ実祉昨市識実寺朔腰各会員昨地元埼歯ソ思ン研修燦行い腰旨

姿ュ実飼私使似ン市昨市識実寺朔腰私使似ン市目的昨旅行先埼竺実

祉式実昨奉仕活動削参加裁崎い擦際甑 

 

是非腰会員昨皆様雑腰竺実祉式実昨次実痔時実施昨腰Ｍｙ Ｒｏｔａ

ｒｙ栽晒仔屍セ旨裁崎腰自分雑参加埼済そう作市識実寺歳あ参柵腰

世界的資ットワ実屍昨親睦活動市識実寺削参加裁崎札崎く坂細い甑 

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

会【鏤度昨理事会燦腰例会後開催致裁擦際甑 

解「018烝【鏤竺実祉式実鴫実ト：1㌦＝110付埼際甑 

回屍鹿子文尤次実識皿三催物案不歳届済擦裁冴甑 

塊竺実祉式実手帳歳届済擦裁冴θ1冊【『8付χ甑 

壊隣取竺実祉式実屍鹿字創立』0周烝例会削採い崎腰東日本大震災支

援へ昨感謝状歳届い崎採三擦際甑 

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,川口 好宏,戻出 誠,小濱 彰男,越山 明

清水 濯昭,立岡 秀之,西谷 満,西村 伸久,林 擦細子,板東 正, 

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：「『「『「『「『,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 西村 伸久 会員 

0『日 川口 好宏 会員 

0』日 立岡 秀之 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

懇配偶者誕生日昏 

0「日 村田 z千子 様腰0』日 小濱 裕美 様 

0』日 脇 尚美 様腰 0【日 清水 登志子 様 

1』日鈴木 札鷺三 様腰 」0日 西谷 千津子 様 

懇結婚記念日昏 

18日 奥村 清隆 会員腰「0日 辻 {理子 会員 

「8日 東川 直輝 会員 

 

親睦委員会担当例会親睦委員会担当例会親睦委員会担当例会親睦委員会担当例会    

ﾚ大川 和夫 親睦委員会委員長ﾛ 

 

竺実祉式実昨哲学燦端的削表現裁腰職業奉仕昨理念昨実行削役立肴

雑昨碕裁崎腰四肴昨テ旨ト歳あ三擦際甑祭昨テ旨ト朔腰斯カ指昨竺

実祉式仔ン埼あ三腰後削竺実祉式実創始』0周烝。19』『Ḿ』』)削腰国際

竺実祉式実会長燦務薩冴雌実飼実トJḿテ実鹿実歳腰19」「烝昨世界

大恐慌昨碕済削考え冴雑昨埼腰商取引昨公正細燦測傘尺度碕裁崎腰

以後腰多く昨竺実祉式仔ン削活用細参崎済擦裁冴甑 彼朔腰斯カ指削

本拠燦採く施ュ嗣識質テ伺実θJごてごl Tごaχ株式会社昨代表役員埼裁

冴歳腰19」「烝削屍鹿字質仔識璽誌司痔θ（lつb Alつmじnつmχ製品株式

会社燦破産昨危機栽晒救榊崎ほ裁い碕要請細参腰屍鹿字質仔識璽誌

司痔社削移三腰祭昨会社燦再生細せ傘決心燦裁冴昨埼際甑大不況昨

中埼腰低迷裁崎い傘会社燦再生細せ傘削朔腰会社昨中削腰輪業者削

朔作い何栽燦育成裁作け参柵作三擦せ珊甑テ実鹿実朔そ昨何栽削社

員昨人格碕信頼性碕奉仕昨心燦選珊坂昨埼際甑そ裁崎腰そ昨育成昨

指針碕裁崎会社昨全従業員歳使え傘皿う作倫理琢昨尺度碕裁崎作晒

参冴昨歳四肴昨テ旨ト埼際甑 

 

懇四肴昨テ旨ト昏 

1.{実栽 鷺う栽 

「.札珊作削公烋栽 

」.好意碕友情燦深薩傘栽 

『.札珊作昨冴薩削作傘栽 鷺う栽 

 

親睦活動碕関連付け作歳晒考え傘甑 

月報月報月報月報    第第第第12121212号号号号    7777月月月月5555日発行日発行日発行日発行    



    

    

第第第第 1103110311031103回例会回例会回例会回例会    

懇日   時昏2018烝6鏤14日θ木χ 

懇会   場昏児鴫ッ屍スホ至識 3F婚烋安昨間恨 

懇寺竺市鹿ム昏宙業報告 

懇出   席昏会員数38隣 

       出席者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鑚 昇恨                                                                

皆様腰祭珊柵珊朔！ 

会長職雑残際碕祭山腰あ碕半鏤碕作三擦裁冴甑 

 

今回朔腰宙業報告燦兼搾崎会長挨拶碕裁擦際甑 

昨烝昨腰】鏤栽晒会長職歳スタ実詞裁擦裁冴甑今埼祭そ原稿雑山采

削作成在剤削会長挨拶燦裁崎採三擦際歳腰当初朔不安坂晒砕埼裁冴甑 

質例会削冴采細珊昨方歳出席裁崎い冴坂砕傘栽？ 

質退会者朔出作い坂山う栽？ 

質新入会員朔来崎采参傘栽？ 

質姉妹屍鹿字碕昨淋輪行宙作鷺削冴采細珊昨方歳出席裁崎い冴坂砕

傘栽？ 

質寄附金朔集擦傘栽？ 

等々不安柵栽三埼裁冴甑早）腰濯野会員栽晒退会昨申裁出歳あ三擦

裁冴甑 

擦冴腰長烝削わ冴三勤薩崎雑晒榊崎い冴牧田宙務局員細珊栽晒腰退

職昨申裁出歳あ三腰前途多難作船出碕作三擦裁冴甑 

作珊崎腰人気歳作い昨坂山う碕自己嫌悪削陥三擦裁冴甑 

裁栽裁腰烝鑽削朔腰東川細珊削入会裁崎い冴坂済腰会員増加擦埼朔

見込薩擦在珊歳腰現状維持埼終わ傘祭碕歳埼済そう埼際甑 

宙業計画書削色々碕抱ヅ燦述冊擦裁冴歳腰目標燦署成際傘宙朔単烝

度埼朔碕崎雑無理埼裁冴甑今回腰私歳心掛砕冴祭碕朔腰米山梅燐歳

坤竺実タ式実昨例会朔人生昨暑場墾碕語晒参冴皿う削腰屍鹿字昨充

実質強化朔腰例会昨充実削始擦傘甑碕考え腰毎回昨例会歳充実際傘

皿う削腰外部栽晒腰竺実タ式実「【」0地区栽晒腰擦冴朔当屍鹿字栽晒腰

例会昨講師燦採願い裁腰竺実タ式実削関際傘宙や腰外部昨知識腰教

養歳身削肴采皿う作卓話燦企画裁擦裁冴甑 

会長昨挨拶埼朔腰作傘冊采竺実タ式実削関際傘祭碕燦盛三込殺皿う

削努力裁擦裁冴歳腰途中埼腰商売柄税金昨話削逃砦崎裁擦榊冴時雑

あ三擦裁冴甑 

擦冴腰幹宙昨アイ視ア埼腰竺実タ式実昨理念昨唱和燦企画裁崎腰例

会昨充実化燦図傘皿う削努力裁擦裁冴甑 

擦冴腰単烝度埼朔署成際傘祭碕朔埼済擦在珊埼裁冴歳腰次烝度腰次々

烝度匙碕肴作犀祭碕埼大済作効果燦得傘宙昨出来傘奉仕企画碕裁崎腰

竺実タ式実テ団匙昨寄付昨啓蒙燦祭碕あ傘斎碕削努力裁擦裁冴甑

様々作業種昨会員歳札え擦際昨埼腰様々作価値観腰様々作考え方歳

あ傘栽碕朔存載擦際歳腰次烝度以降削少裁埼雑腰役立崎崎腰素晴晒

裁い「』周烝燦迎え傘祭碕歳埼済傘皿う削肴作犀烝度碕裁崎そ参作

三削署成埼済冴栽碕思い擦際甑 

 

祭参雑ひ碕え削腰何宙昨企画削雑腰忠肴返宙埼対応裁崎采坂細い擦

裁冴会員皆様昨採栽砦埼際甑 

鑚当削鐚難う斎菜い擦裁冴甑 

幹幹幹幹宙報告宙報告宙報告宙報告婚橋鑚 悟恨                

会熊野ＲŔ細擦皿三創立『』周烝式典昨採礼状歳届済擦裁冴甑 

解地区関係匙参加細参冴方削交通費燦採支払い裁擦際甑 

 又腰不明作点歳斎菜い擦裁冴晒宙務局匙採問い淋わ在采坂細い甑 

回次週昨最終例会質引継例会朔ア識コ実識昨用意歳あ三擦際甑 

ニニニニコニココニココニココニコżＯＸżＯＸżＯＸżＯＸ                                                                        

坂鑚 昇,橋鑚 悟,小濱 彰男,越山 明,田中 和弘,坂東 正,東川 直

樹,鴻原 光,福鑚 和也,前川 佳久,山託 茂紀,脇 文彦 

         以琢以琢以琢以琢1111「「「「隣隣隣隣様質淋計金額：様質淋計金額：様質淋計金額：様質淋計金額：「【「【「【「【,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    

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

事事事事    業業業業    報報報報    告告告告        

    

ﾜ理事役員ﾝﾜ理事役員ﾝﾜ理事役員ﾝﾜ理事役員ﾝ会長：坂本 昇 

副会長：越山 明れ村田 耕一 

幹事：橋本 悟 

会計：北出 誠 

SAA：清水 三昭 

ﾜ理ﾜ理ﾜ理ﾜ理                    事ﾝ事ﾝ事ﾝ事ﾝ副幹事：田中 和弘 

公共イメろジ部門：奥村 清隆 

           会員増強部門：小濱 彰男 

支援プロジェクト部門：植松 悦子 

           職業奉仕委員長：辻 真理子 

社会奉仕委員長：林 まさ子 

           国際奉仕委員長：鈴木 正之 

環境保全委員長：鴻原 光 

ﾜ委ﾜ委ﾜ委ﾜ委    員員員員    長ﾝ長ﾝ長ﾝ長ﾝ出席委員長：鈴木 康 

親睦委員長：大川 和夫 

           定款細則委員長及び米山記念奨学委員長：西村 伸久 

           青少年奉仕委員長：西 大輔 
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第第第第 1104110411041104回例会回例会回例会回例会    

懇日   時昏2018烝6鏤21日θ木χ 

懇会   場昏フ鴫ッ屍旨次テ識 3F婚烋安昨間恨 

懇プ竺市鹿ム昏今期最終例会質引61例会 

懇出   席昏会員数38名 

       出席者26名 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                                                                

皆様祭珊柵珊朔甑 菱日腰神戸検疫所削行榊崎腰黄熱病昨予防接種

燦溜砕崎擦い三擦裁冴甑会長職雑終わ三削近咲い崎済擦裁冴昨埼腰

自分埼自分削斎褒美燦琢砦傘祭碕削裁擦裁冴甑 

坤師誌ア目指在！イン詩洋 キ式マン施ャ竺nマ支イ質詞鴫イ識士

フ竺実詩Ť日間墾昨キャッチフ鴫実枝削惹栽参】鏤昨初旬削アフ式

始昨師誌ア削バイ屍旅行削行榊崎擦い三擦際甑 

裁栽裁腰催行歳決擦榊冴昨歳腰【鏤初旬埼裁冴昨埼腰未坂削師誌ア

昨試イ竺ビ栽晒菱昨行程朔決擦榊崎採三擦在珊甑旅行朔催行細参擦

際昨埼事前削予防接種燦溜砕傘祭碕削裁擦裁冴甑 

厚生労働省昨FOR９H碕いう検疫所昨次実ム時実施埼確認裁冴碕祭山腰

師誌ア削行采際溜砕崎採済冴い予防接種腰持榊崎い済冴い薬昨説明

歳あ三腰黄熱病腰破傷風腰ź型肝炎腰ż型肝炎腰狂犬病昨予防接種腰

マ鹿式ア昨予防薬燦持榊崎い采祭碕燦推奨裁擦際碕記載細参崎い擦

裁冴甑黄熱病昨予防接種燦溜砕イエ竺実始実詩碕称細参傘予防接種

昨国際証明書燦提示裁作い碕入国歳埼済作い恐参歳あ傘碕言わ参擦

裁冴昨埼腰急遽腰予防接種燦溜砕傘祭碕削裁擦裁冴甑 

予防接種昨希望者歳少作い祭碕雑あ三腰ワ屍チン昨備蓄歳少作采腰

止ン詞鴫ア腰関空朔１始鏤菱擦埼予約歳満杯埼腰鷺う削栽神戸検疫

所埼溜砕傘祭碕歳埼済擦裁冴甑他昨予防接種雑溜砕傘祭碕削越裁冴

祭碕朔あ三擦在珊歳腰出発日擦埼削溜砕傘祭碕歳濁可能坂榊冴昨埼腰

あ碕朔腰一番栽栽三や際いマ鹿式ア昨予防薬燦名虜屋昨病院埼処方

裁崎雑晒う予定埼際甑黄熱病碕言え柵ノ実持識物理学賞燦溜賞裁冴

褫旅英世博士歳鐚名埼際歳腰彼朔黄熱病昨研究中削罹患裁５１遁埼

命燦落碕裁崎い擦際甑黄熱病以外昨破傷風腰ź型肝炎腰ż型肝炎腰

狂犬病雑栽栽参柵大変作病気作昨埼腰坂珊坂珊旅行昨濁安歳裴采昨

裁栽栽三肴肴あ三擦際甑菱日腰ż型肝炎栽晒肝臓歳珊歳札肴栽榊冴

流引菱昨社長昨奥様歳札え擦裁冴甑社長朔母子感染削皿三ż型肝炎

歳あ三擦裁冴歳発症在剤腰指識フ歳大好済作方埼７５遁燦過災崎雑

い肴擦埼雑若々裁采元気作方埼裁冴昨埼腰病気碕朔無縁作方坂碕思

榊崎い擦裁冴歳腰急削体調燦崩裁人工透析燦溜砕傘祭碕削作三擦裁

冴甑そ昨人工透析昨治療中昨検査埼肝臓歳珊歳見肴栽三腰急遽不視

鏡削皿傘抗歳珊剤投諾昨手術昨冴薩入院際傘祭碕削作三腰そ昨冴薩腰

今回税務申告昨打阪合わ在埼採会い際傘祭碕歳埼済擦在珊埼裁冴甑 

祭昨社長雑腰竺実タ式アン埼以前朔会長や地区昨要職雑務薩晒参冴

方埼腰1烝前削私歳会長職燦務薩傘祭碕燦報告裁冴碕祭山腰大変喜

珊埼い冴坂済激励燦溜砕擦裁冴甑県外昨方埼腰採会い際傘昨朔腰烝

削1.「回埼際昨埼腰今回昨税務申告昨打阪合わ在埼採会い裁冴際削

朔腰会長職昨終了報告燦少裁長采話そう碕思榊崎い冴矢菱埼裁冴昨

埼採会い埼済作栽榊冴昨朔腰大変残念埼裁冴甑 

透析燦溜砕傘昨歳鏤水金埼腰鷺う削栽鏤曜日昨竺実タ式実昨例会削

朔腰人工透析昨時間燦調整裁崎数回出席細参冴そう埼際歳腰例会中

削体調燦崩細参冴冴薩腰現在朔出席燦見合わ在崎い傘そう埼際甑 

私碕朔腰竺実タ式実昨会員頓昨長細朔違い擦際歳腰そ祭擦埼裁崎例

会削出席裁冴采作傘理ょ朔何栽腰元気削作三採会い埼済傘機会歳あ

参柵聞い崎札冴采作三擦裁冴甑私朔腰祭参栽晒雑竺実タ式実会員碕

裁崎6162際傘予定埼際歳腰今回昨社長細珊昨皿う削命燦懸砕崎竺実

タ式実昨例会削出席裁冴采作傘皿う作心境削作傘皿う作時期歳采傘

栽見極薩冴い碕思い擦際甑竺実タ式実昨会長朔今日埼終わ三擦際歳腰

今日栽晒歳竺実タ式実会員碕裁崎昨出発点栽碕雑思い擦裁冴甑 

祭参埼会長挨拶燦終わ三擦際甑 

1烝間腰斎支援斎協力あ三歳碕う斎菜い擦裁冴甑 

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,植松 悦子,大川 和夫,岡井 功, 

奥村 清隆,川旅 好宏,小濱 彰男,越山 明,清水 濯昭,鈴木 康, 

ゅ中 和弘,西 大輔,西谷 満,林 菖蒲,鴻原 肘,宮園 隆貴, 

山託 茂紀,脇 文彦 

         以琢以琢以琢以琢「0「0「0「0名名名名様質合計金額Ź様質合計金額Ź様質合計金額Ź様質合計金額Ź」重」重」重」重,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    

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

      2017〜2018年度 皆勤会員 

22 年 鈴⽊  康 
 

15 年 林  菖蒲 
 

14 年 奥村 清隆 
 

13 年 岡井  功 
 

12 年 植松 悦子 
 

7 年 越山  明 
 

6 年 坂本  昇 田中 和弘 

4 年 川口 好宏 小濱  彰男 

3 年 橋本  悟 山下 茂紀 

2 年 辻 真理子 
 

1 年 太田 正隆 宮園 隆貴 

プ竺市鹿ムプ竺市鹿ムプ竺市鹿ムプ竺市鹿ム                                                                                    

今季最終例会今季最終例会今季最終例会今季最終例会        

◎パスト会長に┨┫創立か┩今年度ま┇を振┪返っ┆◎パスト会長に┨┫創立か┩今年度ま┇を振┪返っ┆◎パスト会長に┨┫創立か┩今年度ま┇を振┪返っ┆◎パスト会長に┨┫創立か┩今年度ま┇を振┪返っ┆    

    岡井会員、鈴木康会員、植松会員、立岡会員、林会員、清水会員 

◎◎◎◎今年度最後の挨拶今年度最後の挨拶今年度最後の挨拶今年度最後の挨拶    

    坂本2017-2018年度松阪山桜ロろ』へろクふブ会長 

◎◎◎◎坂本会長れ橋本幹事へ、坂本会長れ橋本幹事へ、坂本会長れ橋本幹事へ、坂本会長れ橋本幹事へ、花束贈呈花束贈呈花束贈呈花束贈呈    

    

    

～牧田ゆか～牧田ゆか～牧田ゆか～牧田ゆか    事務局員へ感謝の花束贈呈～事務局員へ感謝の花束贈呈～事務局員へ感謝の花束贈呈～事務局員へ感謝の花束贈呈～    
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