
    

    

    

                                                                                    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

会長方針会長方針会長方針会長方針    林田恒正林田恒正林田恒正林田恒正    

２０１０～２０１１年度国際ロータリー"レイ・クリギンスミスRI会長

の今年度のテーマは『地域を育み、大地をつなぐ』であります。こ

のことはロータリーの奉仕の精神を実現し、クラブと地域社会の

両方を動かそう。また親善によって世界中の人々を結びつけ、世

界をもっと住みやすく働きやすい場所にするために、協力と支援

を結集しょうというというものです。 

それを受け、国際ロータリー２６５０地区ガバナー栗田幸雄氏

は、スローガンとして『ロータリーを良く学び、変化を知り、忘れた

ことを思い出そう!』とされました。ロータリーの基本はクラブにあり、それぞれのクラブが独自性をもって、会

長の方針の理念を高揚させるとともに、地域ニーズのある独創的な奉仕活動を行うことが必要とされまし

た。 

わたしはロータリーが多くの有益な活動ができるのは、代々のロータリーアンが創立の精神を受け継ぎ一

寛容・忍耐・好意・感謝・思いやりの心一を引き継いで、楽しく気兼ねのない雰囲気が途切れることなく続い

てきたからだと思います。 

そこで、今年度の丸岡ロータリークラブのテーマを 

 

 

 

とさせていただきました。 

ロータリーアンとして、このテーマを信条に、毎週の例会で、楽しく交流し、互いに学び合って自らを高め、

人のお役に立つ実践活動をすすめたいと思っています。 

そして、活動方針を 

１．会員相互の親睦の強化 

２．奉仕活動の充実 

３．会員増強 

４．各委員会の事業は全員で協力 

とさせていただきます。 

以上4項目とし、地域の皆様とともに奉仕と友好の輪を広げていきたいと思います。 

そして、例会出席義務、会費納入、ロータリーの友購読この三つの義務の再確認です。 

そのために楽しい例会であるよう心掛けて行きたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

会長会長会長会長    林田恒正林田恒正林田恒正林田恒正    幹事幹事幹事幹事    髙尾髙尾髙尾髙尾    誠誠誠誠    

月 間月 間月 間月 間     ７７７７月 号月 号月 号月 号     ＮＯ，ＮＯ，ＮＯ，ＮＯ，１１１１    丸岡ロータリークラブ会報 
丸岡丸岡丸岡丸岡ロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブ        

2010201020102010～～～～2011201120112011 年度年度年度年度    テーマテーマテーマテーマ    

寛容寛容寛容寛容・・・・忍耐忍耐忍耐忍耐・・・・好意好意好意好意・・・・感謝感謝感謝感謝・・・・思思思思いやりのいやりのいやりのいやりの心心心心    

～～～～人人人人のおのおのおのお役役役役にににに立立立立つつつつ奉仕奉仕奉仕奉仕のののの実践実践実践実践～～～～    

    

７７７７月卓話版月卓話版月卓話版月卓話版（（（（13131313：：：：00000000～～～～13131313：：：：30303030））））    
    

忘れる前に、もう一度 

７７７７ 月月月月 ７７７７ 日日日日 （（（（水水水水 ））））     １５７５１５７５１５７５１５７５ 回 例 会回 例 会回 例 会回 例 会     

―――寛容・忍耐・好意・感謝・思いやりの心――― 

人のお役に立つ奉仕の実践 



 

 

幹事幹事幹事幹事    基本方針基本方針基本方針基本方針    高尾誠高尾誠高尾誠高尾誠    

わたしは幹事をおおせつかりましたが、これまで三十数年間福

祉社会に生きてまいりました。その間５人の上司にお合いし、随

分勉強になりました。今保育園をやっていますが、園の立ち上げ

では、多く方にお世話になりましたが、特に林田会長にはお世話

になり、今回図らずも会長から幹事のご指名いただきお引き受け

いたしました。皆さんが毎回意義ある例会になるよう努力いたし

ます。 

幹事として 

１．できるだけ多くの会員の方の、ご意見を聞く。 

２．様々な意見を元に、良い方法で実施できるように、調整を図る。 

３．各会員・各委員会の思いが実現できるように、最大限努力する。 

４．ロータリーの色々な情報を、的確に各会員・各委員会に示す。 

今年度幹事は人生経験が浅く、実に未熟なロータリーアンです。皆様のご指導ご鞭撻をよろしくお願いい

たします。また遠慮なくご意見をお願いします。 

 

 

会計会計会計会計    基本方針基本方針基本方針基本方針    中田一市中田一市中田一市中田一市    

１．予算の編成は、大変厳しい状況ですが、経費の見直 

し、削減に努める。 

２．新年度の活動方針に基づき四大奉仕の総額について

は、実績にとらわれず前年度の予算と同額として、活

発な活動を期待したい。 

３．支払いに当たっては、担当者又は委員長より請求書を 

 提出していただき、支払いを適正に処理をする。 

そして、7月12日前期会費の引き落としがあります。今まで

のIMの会費が５千円から３千円なりましたので、108,000円になります。 

会費\100,000 山中との合同例会\5,000 ＩM\3,000。 

尚、分割の場合 7月12日\55,000  10月12日\53,000。 

以上、ご協力よろしくお願いいたします。 

 

SAASAASAASAA    基本方針基本方針基本方針基本方針    山岸功山岸功山岸功山岸功    

例会が「和やか」で且つ「秩序」ある運営に心を配り、設営監 

督する。 

１．来賓、ビジターに非礼のないよう心くばりする。 

２．例会中の私語は慎んでもらう。 

３．携帯電話は切るかマナーモードにしてもらう。 

４．早退は事前に報告すること。 

そして食事後10分程度時間がありますので、その間を利用

し、会員のお話、ご意見をお聞きしたいと思いますので、ご

協力下さい。 

 

 

 

 

 

月 間月 間月 間月 間     ７７７７月 号月 号月 号月 号     ＮＯ，ＮＯ，ＮＯ，ＮＯ，２２２２    



 

 

 

●●●●    クラブクラブクラブクラブ管理運営委員会管理運営委員会管理運営委員会管理運営委員会((((横山委員長横山委員長横山委員長横山委員長))))    

クラブ管理運営委員会のなかには、6小委員会がありクラブ運

営の原則、管理の重要性を理解しながら、定款やクラブ細則に基

づいた運営に努めたい。 

活動計画は各委員長さんや各委員会の皆さんと相談、協力しな

がら、出来るだけクラブを効果的に運営するために活動したい。 

C.LPを採用するなか、運営上の問題点を把握し検討していきたい。 

例会の出席率を高めるため、出席は義務ではなく会員の権利と理解して頂ければと思います。 

親睦の行事に積極的に参加いただき、また奉仕活動に全員参加

いただくよう少しでもお役に立てればと思っています。  

 

☆☆☆☆    親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会((((藤本委員長藤本委員長藤本委員長藤本委員長))))    

会長の本年度テーマである寛容・忍耐・好意・感謝・思いやりの心、

～人のお役に立つ奉仕の実践～を基本に、例会及び諸活動を通し

て楽しく交流し互いに学びあって親睦を図っていきたい。 

活動計画として年間7つの行事を予定して.おります。7/21新役員披露・前役員慰労懇親会、9月平城京

遷都1300年祭見学(日程等アンケート結果参考)、11月山中RCと合同例会、1月新年会(夫婦同伴)、4月花

見例会、5月三国RCと合同例会、6月お疲れさん会。 

 

☆☆☆☆    プログラムプログラムプログラムプログラム委員会委員会委員会委員会((((前川委員長前川委員長前川委員長前川委員長))))    

例会は楽しい交流の場、互いに学びあって自らを高めるクラブの

実践をしたいとの会長方針のもと「楽しい例会はプログラムから」の

方向で努力していきたい。 

活動計画ですが地域のボランティア団体と協力しながら、地域の

方々に役立つ奉仕の実践が会長方針ですから、地域で社会的文化

活動している方々に卓話をお願いしながらクラブと交流を図っていきたい。 

またロータリー月間には地区担当の委員長さん、あるいは当クラブの担当委員長さんにお願いし、また

会員卓話を増やしながら会員相互の理解、親睦を高められるようなプログラムをつくっていきたい。 

 

☆☆☆☆    出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会((((下村委員長下村委員長下村委員長下村委員長))))    

「例会に参加することがロータリー活動の原点である」を基本に会員

が楽しく交流し、互いに学びあって自らを高めていくために、出席委員

会として会員一人ひとりの例会出席率の向上を図っていきたい。 

活動計画として  

出席表の掲示による出席への意識向上を図る。 

欠席会員へのメイクアップ情報の提供と出席を要請していきたい。

欠席の続く会員には会長・幹事と共に出席要請していきたい。 

皆勤会員を表彰していきたい。いずれにしても欠席届け出は原則として例会前日の午後5時までに、止む

を得ず当日欠席届け出の場合には午前10時までにお願いしたい。 

それから今年度は出席委員会が弁当数の調整に関し、会長の意向で2、3ケ月間、様子を見て状況を把握

して親睦委員会の協力を得ながら無駄をなくす観点から弁当数の調整をしていきたい。 

 

 

 

 

７７７７ 月月月月 １４１４１４１４ 日日日日 （（（（水水水水 ））））     １５７６１５７６１５７６１５７６ 回 例 会回 例 会回 例 会回 例 会     

月 間月 間月 間月 間     ７７７７月 号月 号月 号月 号     ＮＯ，ＮＯ，ＮＯ，ＮＯ，３３３３    



 

    ☆☆☆☆    規定審議委員会規定審議委員会規定審議委員会規定審議委員会((((小見山委員長小見山委員長小見山委員長小見山委員長))))    

RIが三年に一度、RI定款・細則の見直しをということで委員会を開

催し、それによる改正点のお知らせと、我がクラブの定款・細則の見

直しが任務です。 

規定により会員65歳以上、在籍年数20年以上の計85年以上が出

席免除会員に認定されますので、書面で幹事に提出していただけれ

ばと思います。 

また8月の京都での規定審議会制定案説明会に出席の後、皆さ

んにご報告したい。そして各々の委員長さんと協議しながら、丸岡

RCの定款・細則の見直しを図っていきたいと思います。 

☆☆☆☆    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱委員会箱委員会箱委員会箱委員会((((倉本委員長倉本委員長倉本委員長倉本委員長))))    

皆さんの暖かいお気持ちで前年度より少しでも多くご協力お願い

します。160万円が目標額ですから1会員1ケ月4.000円のご協力をよ

ろしくお願いします。 

☆☆☆☆    ソングソングソングソング委員会委員会委員会委員会((((金委員長金委員長金委員長金委員長))))    

例会のムードが規律あるなかにも、少しでも和やかになるように一

助となるよう努力します。ロータリーソングを中心に、時々、季節を取

り入れた懐かしい歌も入れていきたいと思います。 

●●●●    クラブクラブクラブクラブ広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会((((桑野委員長桑野委員長桑野委員長桑野委員長))))    

四つの基本方針があり 

①テレビ新聞等メディアを通し、丸岡RCの奉仕活動の積極的な  

  広報を行う。 

☆ メディア媒体への積極的な告知、広報活動で認知度と理 

 解度のアップを狙う。 

②ホームページの暫時更新と一層の魅力化を図り、一般ヘアピ 

ールする。 

☆ クラブ外に向けた情報発信手段として,常に新しく魅力的  

な活動広報の内容とする。 

③丸岡RCの会員に対し、RIや地区の諸活動に関心を持ってもらうための告知活動を行う。 

☆RI及び地区の広報誌の愛読を奨めるための啓蒙を行う。 

④会報の発行に当たり、コストの削減及び省力化を可能な限り追求し、委員が替わっても誰でも受けら

れるように配慮して制作する。 

▽紙面は連絡事項を中心とし、表面だけの紙面づくりとする。 

▽会長・幹事・各委員長の写真は例会ごとには撮らない。 

▽「卓話」は当月の分を纏めて翌月の第二週に発行する。 

☆☆☆☆    雑誌雑誌雑誌雑誌・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会((((北委員長北委員長北委員長北委員長))))    

「ロータリーの友」のワンポイント解説はメンバー3人が協力しあい

ながら、皆さんに分かりやすく解説していきたい。また続きを皆さんご

自身で読んで納得していただきたい。また我がクラブの新規の事業

で魅力的なものは「ロータリーの友」に掲載されるよう強力に進めて

いきたい。 

☆☆☆☆    会報委員会会報委員会会報委員会会報委員会((((林田千之委員長林田千之委員長林田千之委員長林田千之委員長))))    

コスト面を考慮し、会長・幹事には我慢をしていただき、今回

から白黒印刷にさせていただきます。 

なお1ヶ月1度の会報はカラー印刷にする予定です。また今後、

卓話の文章化については我々、委員会の手で紙面をつくり上げ

ていきたいと思っています。 

月 間月 間月 間月 間     ７７７７月 号月 号月 号月 号     ＮＯ，ＮＯ，ＮＯ，ＮＯ，４４４４    



 

                       前役員慰労前役員慰労前役員慰労前役員慰労・・・・新役員披露会新役員披露会新役員披露会新役員披露会        会場会場会場会場：：：：料亭本田料亭本田料亭本田料亭本田    
2010～2011 年間活動計画の発表（その２） 

●●●●    会員増強委員会会員増強委員会会員増強委員会会員増強委員会    野尻委員長野尻委員長野尻委員長野尻委員長    
 今年度は 4 名の増強と女性会員の入会に努力します。また、職業分

類の中で未加入分野の方の入会にも力を注ぎたいと思いますので、

是非皆様のご協力をお願いします。 

 

☆☆☆☆    ロータリーロータリーロータリーロータリー情報委員会情報委員会情報委員会情報委員会    奥村委員長奥村委員長奥村委員長奥村委員長    
基本方針として 

• ロータリークラブ会員としての責務履行により与えられる 

特典とその責務に関する情報提供など新会員へのサポート 

に努める。 

• 全会員にあらゆるレベルのロータリーの歴史、綱領、活動に 

関する情報提供を行う。 

活動計画として 

☆家庭集会を開催し、今年３月地区情報委員会が９６クラブに実施し

たアンケート結果を参考資料に、我がクラブ内での問題点や課題

をピックアップし、討議を重ねて頂き、クラブの充実発展につなげて

いきたい。 

☆会報委員会と提携し、紙面を利用して、会員オリエンテーションの一環として、ＲＩや地区の組織、又はロー

タリーに関する用語解説や奉仕活動等の情報を提供し、理解を深めて頂く。 

 

☆☆☆☆    職業分類職業分類職業分類職業分類・・・・会員選考委員会会員選考委員会会員選考委員会会員選考委員会    中島委員長中島委員長中島委員長中島委員長    
 基本方針として、会員増強委員会と協力し、分類・選考の事業の「待ち」より会員増強に参加したい。 

 活動計画は分類内の未充填の中から未会員の所を取りだし、会員増強委員会に報告したい。 

 

 

●●●●    奉仕奉仕奉仕奉仕プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト委員会委員会委員会委員会    高嶋委員長高嶋委員長高嶋委員長高嶋委員長    
     会長の方針の下、奉仕プロジェクト委員会は地域社会にどの様 

 に奉仕できるかを考えそれを企画し、実行するよう努める。 

      四大奉仕の各委員長が出された本年度の活動計画が円滑に邁 

  進するように全力で協力していきたい。 

 

☆☆☆☆    職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会    大久保委員長大久保委員長大久保委員長大久保委員長    

人生の指針として職業奉仕にふさわしい言葉、ロータリアンの道

徳的指標「四つのテスト」を十分に職業生活の中に生かすべく努

力をすること。 

基本的には事業を継続すること。 

1. 丸岡高校、坂井農業高校の生徒を対象に就職模擬面接会を実

施 ８月２５日（水）開催  

2. 職業奉仕講演会を聴講 希望者のみ 

3. 職場訪問例会の実施  特に人材育成等に取り組む企業を訪

問 

３月１６日（水）古河スカイ株式会社を予定（坂井市三国町） 

☆☆☆☆    社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会    林田数一委員長林田数一委員長林田数一委員長林田数一委員長    

  基本方針として地域に貢献できる奉仕活動。地域の発展、そして共同 

  奉仕をやってみたい。 

  活動計画として 

１． ボランティアセミナー（パネル展示部門）の参加    ８／１ 

２． 古城まつりの参加                  １０／１１ 

３． 街頭献血運動                    １２／初旬 

４． 交通災害防止活動の参加（カーブミラー清掃奉仕）４／初旬 

７７７７ 月月月月 ２１２１２１２１ 日日日日 （（（（水水水水 ））））     １５７７１５７７１５７７１５７７ 回 例 会回 例 会回 例 会回 例 会     

月 間月 間月 間月 間     ７７７７月 号月 号月 号月 号     ＮＯ，ＮＯ，ＮＯ，ＮＯ，５５５５    



    

☆☆☆☆    国際奉仕国際奉仕国際奉仕国際奉仕・・・・姉妹姉妹姉妹姉妹クラブクラブクラブクラブ友好委員会友好委員会友好委員会友好委員会    下田委員長下田委員長下田委員長下田委員長    

 基本方針として国際奉仕（姉妹クラブ友好）委員会は本年度国際ロ

ータリーのテーマ「地域を育み、大地をつなぐ」に向かって、会長のテ

ーマにある、人のお役に立つ奉仕の実践を目指して、何が出来るか

一年間研究しながら、少しでも実施していけるよう、励んでまいりた

いと思います。 

  活動計画としては 

１． ポリオ撲滅運動の推進 

２． ロータリー財団・米山奨学の一層の理解を深める。 

３． 島原南 RC（姉妹クラブ）との親善 

４． 山中 RC・三国 RC（友好クラブ）との一層の交流を深める。 

５． 姉妹クラブ・友好クラブとの刊行物の交換 

  

☆☆☆☆    新世代委員会新世代委員会新世代委員会新世代委員会    桑野委員長桑野委員長桑野委員長桑野委員長    

 基本方針 

１． 親子自然体験教室の一環として、「そばの刈り取り」 

  「そば打ち」を通して、自然に触れ合い、体験学習をして 

もらう。 

２． スポーツを通じて、新世代の人づくりを企画する。 

３． 歴史を通し、昔の通信手段について、体験学習してもら 

う。 

４． 音楽を通して、新世代の人達の感性の創造に資する。 

活動計画 

１． ９／３ 音楽家 川村文雄氏のピアノ演奏会に協賛する。 

          城のまち会館での食事会及び例会を行う。 

２． １０月 「狼煙を上げよう」を実施。昔の通信手段を体験。 

３． １１月 親子自然体験教室を実施 「そばの刈り取り」「そば打ち」を体験。 

４．  ４月 ロータリーカップサッカー大会を実施。 

 

●●●●    ロータリーロータリーロータリーロータリー財団委員会財団委員会財団委員会財団委員会    山下委員長山下委員長山下委員長山下委員長    

 前年度を踏襲して、募金袋を毎月初めに皆様のボックスに入れさせて

いただきますので、是非地区の目標一人当たり 180 ドルの全員達成を

お願いしたい。また、あと200ドル少しでポールハリスフェローやマルチ

プルポールハリスフェローになられる方が 5 名いらっしゃるので、この

方々には個別にお願いしますが、是非今年度中の達成をお願いした

い。財団の資金の利用方法の告知にも努力したい。 

 

 

●●●●    米山奨学会委員会米山奨学会委員会米山奨学会委員会米山奨学会委員会    中島委員長中島委員長中島委員長中島委員長    

 米山記念奨学事業の使命である、将来日本と世界を結ぶ「懸け橋」とな

って、国際社会で活躍し、ロータリー運動の良き理解者となる人材を育

成することです。これは、ロータリーの目指す「平和と国際理解の推

進」そのものです。 

 本年度の活動計画として 

１． 地区目標である一人年間２４，０００円を目指して、寄付のご協力

をお願いする。 

２． 例会に米山の目標額を書いた米山袋を作成し、個人寄付の PR に努めたい。 

３． 米山ランチなどの企画を実施し、奨学金の一部にしたい。第５例会に行いたい。 

 

 

月 間月 間月 間月 間     ７７７７月 号月 号月 号月 号     ＮＯ，ＮＯ，ＮＯ，ＮＯ，６６６６    



 

前役員慰労前役員慰労前役員慰労前役員慰労・・・・新役員披露会新役員披露会新役員披露会新役員披露会        会場会場会場会場：：：：料亭本田料亭本田料亭本田料亭本田    
下村親睦活動副委員長の司会で開会、林田新会長・下田前年度会長の挨拶のあと新役員が披露され、

横山副会長の乾杯で懇親会が開宴され、前年度の役員の方には慰労の言葉が、新年度役員には活躍に

対する期待の言葉があちこちで交わされておりました。また、林田新会長は会員全員のテーブルを回って

誕生日プレゼントとなるクラブの統一ネクタイを配布され、今年度にかける意欲を語り、最後には全員によ

る「手に手つないで」の大合唱で宴を閉じました。 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７７７７ 月月月月 ２１２１２１２１ 日日日日 （（（（水水水水 ））））     １５７７１５７７１５７７１５７７ 回 例 会回 例 会回 例 会回 例 会     

月 間月 間月 間月 間     ７７７７月 号月 号月 号月 号     ＮＯ，ＮＯ，ＮＯ，ＮＯ，７７７７    



 

                             グラウンドグラウンドグラウンドグラウンド・・・・ゴルフゴルフゴルフゴルフ大会大会大会大会        会場会場会場会場：：：：霞霞霞霞のののの郷郷郷郷グランドグランドグランドグランド    

林田会長挨拶林田会長挨拶林田会長挨拶林田会長挨拶    

こんにちは。本日は暑い中、久しぶりのグランドゴルフということでお集まり頂きありがとうございます。今

日の福井は35度と予想されるなか、水分を補給し熱中症に注意して楽しんでいただきたいと思います。先日、

新聞で日本の平均寿命が女性 87 歳、男性 79 歳で女性は世界で第 1 位、男性は第 5 位となっています。と

ころが他の統計では男性 79 歳まで伸びたが健康寿命の平均が 73~74 歳，5~6 年は他人の介護を受けなけ

ればならない。 

我々にとって健康というのはロータリー活動するにしても何をするにしても 1 番大切なことであります。特に夏

場は熱中症という自覚症状、自分が感じないとダメであります。先日も福井県の高校野球の決勝戦でも工大

福井のピッチャーが自らマウンドを降りた。体がふらつくという自覚症状を察知したということです。我々も日

頃から健康について自分で自覚を持ち、いつもの良い状態というのを理解していることが大切であります。

今日は勝負にこだわらず、大きいボールを打ちながら楽しんでいただきたいと思います。 

高尾幹事挨拶高尾幹事挨拶高尾幹事挨拶高尾幹事挨拶    

暑い中お集まり頂き、ありがとうございます。今日はグランドゴルフということでお茶、アイスコーヒー、ポカ

リスェットと冷たい飲み物を用意しましたので水分補給のため飲んでいただきます。本日は賞品も西洋菓子

倶楽部さんの詰め合わせセットを用意しました。 

1 位、2 位、3 位、5 位、10 位、15 位、20 位、25 位、Ｂ.Ｂ、ホタルと賞を用意いたしましたのでハイスコアーを

目指してよい賞品を持って帰ってください。ルールについては、グランドゴルフの会員である林田千之会員よ

り説明していただきます。 

下田前会長挨拶下田前会長挨拶下田前会長挨拶下田前会長挨拶    

日曜日に（7/25）京都へリーダーシップ研究会に出席してまいりました。（午前 9：45～17：00 まで） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

７７７７ 月月月月 ２８２８２８２８ 日日日日 （（（（水水水水 ））））     １５７８１５７８１５７８１５７８ 回 例 会回 例 会回 例 会回 例 会     

クラブ広報委員長―桑野賢吾   会報委員長―林田千之 副委員長―奥村雅徳             

                         委 員―山下健治・島田利男・山本雅人・髙倉文寛・倉田教信   

優勝優勝優勝優勝：：：：藤本会員藤本会員藤本会員藤本会員                            2222 位位位位：：：：小見山会員小見山会員小見山会員小見山会員                            3333 位位位位：：：：林田会長林田会長林田会長林田会長    

表表表表        彰彰彰彰        式式式式    
―表 彰― 

優勝―‐藤本会員  

2 位―‐小見山会員 

3 位―‐林田会長 

4 位―‐高嶋会員  

5 位―‐林田(千)会員 

10 位‐ 澤田会員  

15 位‐ 桑野会員  

20 位‐ 高倉会員  

ＢＢ賞‐高尾幹事  

ホタル‐島田会員 

月 間月 間月 間月 間     ７７７７月 号月 号月 号月 号     ＮＯ，ＮＯ，ＮＯ，ＮＯ，８８８８    


