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☀ Ť月例会寺竺市ラ痔 

 

碕 済 Ť鏤 16日θ金χ18Ź30～20Ź30 

碕祭山 東京ＹŘŔź南思璽自誌至伺実止執祉実ǚĆ 

電や ǹǚ-ǚǜǘǹ－ĄǚĽǖ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寺竺市ラ痔 

司会 寺門 文雄 君  

ǖḿ開会珵鐘 岩﨑 弘 会長  

ǘḿワ使枝ソ執市碕ワ使枝昨信条  一  輪 

ǚḿ超鏤昨聖了朗ジ碕祈祷 小川 圭一 君  

ǜḿ志旨詞＆似施祉実紹跳 岩﨑 弘 会長  

Ą. 食前昨祈三            冨田 釮逗  君  

Ľ. 会   食 

Ś. 裕   や 坤世界朔一肴甑高齢者問題朔一肴墾 

                 松井 直樹ワ使枝  

Şḿ雌紫侍実飼実旨視伺    2日 寺門 文彿 君 

   13日 冨田 釮逗 君 16日 石井 俊忠 君 

Ť. 結婚記念日             ゅ当者作裁 

10. 誌思誌思献金 

11. 諸報櫓 

12. 閉会珵鐘 岩﨑 弘 会長 

 

国 際 会 長 主 題 坤私たち昨未来朔、今日皿三始擦傘墾θOur Future Begins Todayχ Joan Wilson   (カ試私)  

仔施仔会長主題 坤ワイ枝運動燦尊重し皿う墾 θRespect Y`s Movementχ Tung Ming Hsiao (台湾χ  

東日本区理事主題 坤明日に殺か榊崎、今日動こう墾 利根川恵子   (川越χ 

東新部部長主題  坤今糸ャ鴫ン施、明日に向か榊崎ワ屍ワ屍東新部墾 出川 剛 (東京χ 

屍ラ字会長主題  坤い肴も青春、今埼き傘こ碕燦やろう墾 岩﨑 弘 (東京世田谷) 
                            Stay young in mind, act now                                              

会  長 岩﨑 弘                2016年Ť月会報 会 計 小原 武彿 

副会長 寺門 文雄                 強調至－マ 直前会長 徂田  勝人 

書  記 張替 滋彿                   ℧ ユー旨 ℧ 担当主事 山梨 雄一  

                                 

       †超鏤昨聖了 

 

  あ作冴昨裴荷燦主削委搾皿甑 

  主朔あ作冴燦支え晒参傘甑 

 

  Leave your troubles with the Lord, 

   And he will defend you; 

 

  蹠約聖書 詩篇 55:23 θ小川 選χ 
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会員在籍  ǖǖ名 

 

出 席 率  Śǚ％  

 

 

 

第ǘ例会 8/26日θ金χ 

    θ6名出席χ 

岩﨑、徂田、小川、川嶋、

寺門、張替、 

 
例会出席者   ŞǸǖǘ(木) 
会  員              8名 
磁ネッ詞             0名 
磁イキャッ寺        0名 
志旨詞               1名  
ビ施祉ー        4名 
――――――――――――― 

    合 計       13名 
 

際剤晒珊会参加者  8/26日θ金χ 
 志旨詞         43名   
 旨祉ッ児        10名 
 合 計           53名 

 

Ş月昨ＢＦ 

切手   ǹｇ   

現金   ǹ 円 

㊗計切手 ǹｇ 

 

     

東京世田谷ワ使枝磁執枝屍鹿字朔

2015烝 9鏤 30日 社団法人日本 

姿式旨詞教海弸諭療誘力会削烝会費

10,000付燦納入裁6162裁擦裁冴甑 

 

 

誌思誌思児仕ン詩 

Ş月         13,400円 

年度計       25,810円 

 
JOCS㊗計 
使用済札切手碕併在崎 

円 
注ŹJOCS 献金記録昨掲載 
際剤晒珊会鯖思璽自誌至伺思

執支実詞埼朔栽搾崎皿三JOCS匙

昨応援燦行榊崎い傘甑 

使用済札勉手碕ワ執思使執昨 

献金作鷺甑 
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☀ 本日の䇮インプログラ筁 

 新裁い仲間腰松井ワ使枝歳仕宙燦通裁崎高齢者社会削

採砕傘各国昨檮策削肴い崎昨採や腰長梹国削作榊冴超腰

私冴阪燦流三巻采環境削肴い崎雑鷺珊作や燦聴栽在崎雑

晒え傘昨埼裁鮫う栽？ 

 

松井 直樹氏 寺竺児伺実識 

 θ株χ事自実爾執質慈識旨師仔質斯旨至痔代表流締役 

                    θ67歳χ 

 1949烝 東京都中央癒生擦参 

 1973烝 中央大法学部政治学科祐 

 1973烝 姿式旨詞新聞社出版部入社 

 1987烝 青山学院Ⅱ部文学部教育学科祐 

 1988烝 環境新聞社質斯識飼実新報編集部入社 

 1991烝θ株χ事自実爾執質慈識旨師仔質斯旨至痔 

                     燦設立 

 1996烝 諭療碕跳護昨経営施ャ実試識ア 

     坤斯誌仔質思璽自誌至伺墾θ現隣称χ燦発行 

 2008烝 濯鷹教会 教会員 

 

☀  第１例会報告  

      Seto細珊燦採迎え裁崎 

細傘 8/12θ金χ18Ź30Ḿ20Ź30擦埼懪城学園前檞腰懪

城思識至伺ǘ階腰始児史質私使誌執市質嗣識失史削崎 

雌ワ使 Kaimuki Club昨 Seto細珊燦採迎え裁崎例会燦

開催い冴裁擦裁冴甑 

 祭昨日昼間朔旨始使肢式実鯖東銀燼歌舞伎燼作鷺斎一

h裁腰軽采銀字鹿雑入参崎弭方懪城学園匙碕斎案不い冴

裁擦裁冴甑 

 わ歳世田谷屍鹿字歳誇三碕際傘 96 歳削作晒参冴冨田

ワ使枝歳当時皆歳40栽三裁頃腰坤ĎżŔ昨世田谷墾碕裁崎

張三勉榊崎活躍細参崎い冴時腰高校生雑連参崎雌ワ使腰

仔磁式始本土θ超朔無済Gardena Clubχ碕交流燦裁腰

次実痔旨至使雑含薩大い削ワ使枝昨良細燦経験裁崎祭晒

参擦裁冴甑 

超回 Seto 細珊θ82 歳削作晒参χ朔国際大会削累計 20

回燦越え冴碕いう祭碕埼特慕表痙燦溜砕晒参腰帰路来日

細参冨田ワ使枝昨採住擦い昨近采埼例会燦開い冴逗第埼

際甑 

 祭昨日燦待阪望珊埼い冴例会朔腰岩﨑会長昨開会珵鐘

埼始擦三腰世田谷屍鹿字昨会員寺鹿旨腰⑰浜屍鹿字昨超

村 讃ワ使枝腰東京殺栽埼屍鹿字昨燐田紘子質司斎彿妻腰

罪参削東京冴珊撮撮屍鹿字昨小原糧怡子ワ使枝雑檟砕肴

砕崎采参崎腰超村ワ使枝削皿傘司屍鴫鴫伴奏埼坤憧参昨

雌ワ使航路墾鯖坤Alohaoe墾等々昨曲燦皆埼淋唱裁崎 Seto

細珊燦歓迎裁擦裁冴甑 

Good Flight 削崎採帰三削作榊冴祭碕碕思い擦際甑ワ使

枝昨良細昨一肴削祭昨齠裁い交流削鐚三腰埼際搾甑 

世田谷屍鹿字栽晒昨参加者朔Ź岩﨑腰小原腰小川腰寺門腰

冨田腰峰腰張替腰徂田昨ワ使枝埼裁冴甑          

追伸Ź目黒屍鹿字昨福島磁資紫詞栽晒連絡歳あ三腰

Kaimuki 昨 30 周烝腰40 周烝削雌ワ使削行済腰Seto 細

珊削採世や削作三腰超回参加裁冴栽榊冴歳体調際犀参剤腰

鯖殺作采靭席埼際甑宜裁采採伝え託細い腰碕昨祭碕腰裁

栽碕伝え擦裁冴甑 

                   θ徂田 記χ 
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 参加者栽晒策碕言 

            ⑰浜屍鹿字 超村 讃細珊  

 始使痔姿屍鹿字昨滋旨Ray Seto細珊歳国際大会昨帰途

日本削立阪寄晒参 8/11 中華街昨満珍齟埼歓迎昨食宙会

燦催裁冴甑出席朔私碕輪載始使痔姿昨磁執飼実昨燐田紘

子細珊腰斎主人昨燐田司細珊θ東京殺栽埼χ腰世田谷昨直

前会長徂田細珊腰⑰浜昨金子会長埼齠裁い良済集い埼あ

榊冴甑  

 翌 12日世田谷屍鹿字昨例会埼 Seto細珊燦囲札腰小生

昨司屍鴫鴫歯児四実爾執旨雑あ三賑鯖栽埼鐚意義作歯実

至伺実埼あ榊冴甑 

 顧札参柵 1993烝始使痔姿 30周烝記念削参加歳始使痔

姿碕昨出会い埼あ榊冴甑幸運削雑会長歳女性児鹿私執支

実埼滞圻中あ晒錆傘機会削司屍鴫鴫歯児四実爾執旨歳出

来御機嫌埼あ榊冴甑罪参削加え崎細皿作晒歯実至伺実昨

時会長栽晒誌紫屍資実痔燦い冴坂い冴甑罪参朔坤思竺匙墾

埼腕白坊主腰姉姿大将碕いう意味埼短期間埼良采私燦見

崎い冴雑昨碕感心裁冴雑昨坂甑罪裁崎罪昨烝結懪裁冴雌

ワ使仔執飼執詩燦坤思竺匙超村＆鴫使姿執市旨墾碕裁冴甑

2013烝始使痔姿 50周烝削雑徂田細珊晒碕出席裁冴甑 

1995 烝栽晒毎烝Ś鏤開催細参傘司屍鴫鴫昨世界的祭典

坤次賜識識司屍鴫鴫児史旨至伺飼識墾削 20烝連62出演裁

崎い傘歳罪昨都燵始使痔姿昨人々碕交流燦深薩崎い傘甑 

永遠作参始使痔姿！ 仔竺雌！ 

 

☀ 第ǘ例会報櫓 

日時ŹŞ鏤 26日θ金χ 

場所Ź経堂南思璽自誌至伺実止執祉実ǘ階会議室 

出席者Ź岩﨑 徂田 小川 川嶋 寺門 張替 

 打淋在宙項 

Ť鏤燵字式至執削肴い崎 原稿割三振三 締勉質揺

刷日決薩 

ǖḿ 報櫓宙項 

会 第 72 回ワ使枝国際大会 Ş鏤ǜḾŚ日瞭北削崎開

催腰全体埼朔 ワ使枝 750隣゠蒔実旨 100隣＝850

隣参加腰世田谷屍鹿字Ź小原ワ使枝質磁資紫詞腰徂

田ワ使枝昨ǚ隣歳参加 

  ĎżŔ先 Kaimuki Club 昨 Seto細珊碕交流会燦行 

  榊冴甑 

  徂田ワ使枝歳浅羽氏歳燼長昨便科会削崎ĺżŘ匙 

  昨流三組札燦報櫓甑ĎżŔ新規削希望燦募傘役目燦 

  行榊冴甑 

 解 Ş鏤 10Ḿ15日 国際大会昨帰国途琢来日細参冴 

  Seto細珊燦磁使執志旨詞削迎え崎Ş鏤 12日θ金χ 

  18Ź30～20Ź30懪城学園檞 懪城思識至伺ǘ階  

  始児史質私使誌執市質嗣識失史削崎移動例会燦開催 

  裁冴甑蹠知昨冨田細珊細珊燦囲札腰KaimukiClub 昨

圻日 

  磁執飼実埼雑あ傘⑰浜屍鹿字昨超村細珊碕殺栽埼屍 

  鹿字昨燐田細珊斎彿妻雑参加細参腰超村細珊昨即興 

  雌ワ使仔執演奏雑飛索出裁盛三琢歳三腰大盛会埼あ 

  榊冴甑慕項Ź超村細珊皿三昨策碕祭碕参照甑 

 回 Ş鏤 27日θ土χ東京ＹŘŔź夏祭三削南止執祉実 

  碕裁崎参加 

 塊 Ť鏤 10日θ土χ東京ＹŘŔź国際誘力街頭募金燦 

  新宿檞周辺削崎実施着定甑斎都淋昨付采方朔材策碕 

  雑参加燦採願い裁擦際 

 壊 Ť鏤 17日θ土χ徂田ワ使枝 盛岡削崎開催細参傘 

  北東部会削参加 

 廻 Ť鏤 22日θ木χ東京ＹŘŔź使執祉実試斯辞試識 

  糸ャ式至伺実鹿執木場公園削崎開催甑 

 快 Ť鏤 25日θ土χ富士山部大会歳富士宮削崎開催腰 

  徂田ワ使枝参加 

 

ǘḿ 誘議宙項 

ĎżŔ 詞鹿使仔執市識昨療能性削肴い崎瞭北国際大

会中 Kaimuki Club 昨 Seto 細珊栽晒提案い冴坂い

冴 KaimukiClub―-世田谷屍鹿字実高雄屍鹿字θ魯晧

徳腰Oliver Wu 会長χ碕昨間昨ĎżŔ詞鹿使仔執市識

削肴済検討甑徂田ワ使枝皿三仔磁式始昨 Gardena 

Valley Club 碕昨関係終了削肴済腰超後発展際傘仔施

仔碕昨ĎżŔ交流歳望擦参傘祭碕腰罪昨中昨一候補碕

裁崎昨高雄屍鹿字燦推際踪昨シ明歳あ榊冴甑誘議昨結

果腰世田谷屍鹿字碕裁崎仔施仔質瞭湾一般情勢採皿索

屍鹿字状況削肴い崎昨状況把握雑擦坂十便埼作い昨埼腰

罪昨辺昨宙情削ゆ裁い寺門細珊蹠知昨匹ＹŘŔź主宙

羽鳥氏燦Ť鏤 23日昨第ǘ例会削採招済裁腰擦剤朔採や

燦う栽歳う祭碕碕裁冴甑 

θ張替 記χ 
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☀ 第Śǘ回ワ使枝国際大会削参加裁崎 

 ǘ烝毎削開催細参傘国際大会朔腰超烝 8/4-7腰瞭北削

崎行わ参腰わ歳世田谷屍鹿字栽晒小原斎彿妻碕徂田歳参

加甑 

 超大会朔腰藤井匹国際会長歳実行委員長燦勤薩晒参思

執止寺詞燦坤徃質地質人墾碕決薩腰懫々皆ｗ調和燦持榊

崎生栽細参崎い傘祭碕燦自覚裁皿うLiving in Harmonyｘ

碕いう雑昨埼腰含蓄削富殺言葉埼際甑 

以託腰私昨感載冴治使執詞燦絞榊崎斎報櫓い冴裁擦際Ż 

瞭湾朔経済昨発展雑著裁采腰瞭湾昨ワ使枝磁執朔雑碕皿

三腰滞圻中接裁冴現地昨方々雑大変坤親日墾埼好揺象埼

裁冴甑 

ǖḿ  国際大会前削国際会議θĎŔŘ碕いうχ歳あ三超

回⑰浜肴咲済屍鹿字昨林ワ使枝昨仔詩飼使旨歳あ

三腰士字孜実飼実碕裁崎ǘ日間参加際傘祭碕歳出来

擦裁冴甑Ś鏤削就任裁冴国際会長θĎŕ碕いうχ

Mrs.Joan Wilson 朔始試私昨方埼挨拶裁擦裁冴晒腰

ｗ私雑主人歳駐日始試私大使館削勤務裁崎い冴関

係埼東京削住札腰世田谷燦知榊崎い擦際皿ｘ碕昨祭

碕埼裁冴甑擦冴会議昨進行腰擦碕薩埼強い式実私実

斯紫寺燦発揮細参腰旨侍実糸不容雑素晴晒裁い感銘

燦与え崎託細い擦裁冴甑祭昨様削腰私共朔ワ使枝国

際誘会昨一員埼あ三腰世界削繋歳榊崎い傘祭碕燦実

感裁崎参三擦裁冴甑 

ǘḿ  恠仕活動碕裁崎朔腰会便科会θ燼長Ź浅羽細珊χ

埼ĺżŘ匙昨流三組札削肴い崎約Ą便察鷺英語埼

発表裁腰ĺżŘ運動燦ワ使枝以弸昨弸部昨方々削雑

ŕĺ際傘祭碕燦皆細珊削採伝え裁擦裁冴甑試使施史

式仔腰司姉執私腰祉執孜誌仔腰師誌仔栽晒昨ワ使枝

歳採見え削作榊崎採三腰彼晒昨目燦見崎や裁擦裁冴甑

解国際質交流宙業主任碕裁崎腰ĎżŔ締結希望昨屍

鹿字鷺う裁昨仲跳役燦努薩崎参三擦裁冴甑超後児四

竺実仔紫寺裁崎い済擦際甑 

ǚḿ  罪う裁冴中埼腰雌ワ使 Kaimuki Club昨 Seto細

珊碕雑交流裁腰会や昨中栽晒坤両屍鹿字碕瞭湾高雄

屍鹿字θ魯 晧徳会長腰Oliver Wuχ碕ǚ屍鹿字埼

詞鹿使仔執市識関係削発展細在擦在珊栽墾碕いう提

案歳あ三擦裁冴甑魯会長碕雑隣刺交換燦裁擦裁冴歳腰

帰国後役員会削諮榊崎皆埼相談裁擦際碕返宙燦裁

崎採済擦裁冴甑以琢斎報櫓い冴裁擦際甑非日常燦雑

味わ榊崎済擦裁冴甑         

                θ徂田 記χ 
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☀ 瞭北埼昨嬉裁い出来宙 

 

坤旨爾次腰落碕裁崎裁擦榊冴墾晩餐会昨会場埼腰輪席裁

冴離人昨一言甑 

坤鷺祭埼？墾腰 瞭北 101匙行榊冴あ碕帰路昨電車不埼気

歳付い冴砕参鷺雑腰腰腰腰腰甑 

阪鮫う鷺腰瞭北圻住昨姪歳輪席甑晩餐会終了後腰最寄三

昨警察削遺失物届提出昨琦腰輪行裁崎雑晒い腰手62済燦

θ夜雑坂いぶ遅采作榊冴皿う埼際χ甑 

阪作札削翌朝腰姪歳瞭北 101昨使執児四磁実斯辞執止執

祉実匙拾得物昨問い淋わ在燦裁冴碕祭山坤罪参晒裁済旨

爾次墾歳届い崎い傘碕昨祭碕甑蹣速腰離人朔確ィ削檟砕

肴砕参柵腰擦細裁采斎本人昨旨爾次埼あ傘祭碕歳墓明腰

大勉作写真鯖視実祉実歳戻榊冴腰碕いう採や埼際甑 

瞭湾昨方々昨坤思い鯖三腰人情墾燦腰擦冴再ィ識細在崎

い冴坂砕冴出来宙埼裁冴甑 

                   θ小原 記χ 

 

☀ 沖縄坂皿三 

  殺済出裁削細参冴国家暴力 

          沖縄那覇屍鹿字 大森節子細珊 

 

 Ś鏤昨参議員選挙腰沖縄埼朔士実識沖縄推薦昨候補質

伊波洋一氏歳腰現職大臣埼あ傘島尻晧伊子氏削 10万Ľ千

票昨大差埼坎勝裁擦裁冴甑祭参埼沖縄選挙癒昨衆議員ǜ

隣腰参議員ǘ隣際冊崎士実識沖縄埼あ三腰新基地反檮腰

海兵隊撤退燦求薩腰憲法改正削反檮腰民主主義燦晤山う

碕公言裁崎い傘人冴阪埼際甑罪参削比冊崎本土昨人冴阪

朔思慮歳足三作い昨埼朔作い栽碕？自民党歳坎勝腰罪昨

祭碕朔改憲削肴作歳三腰祭参栽晒昨自便冴阪昨生活削鷺

珊作恐山裁い痣響燦里拶際昨栽全然気歳付栽作い祭碕削

呆然碕裁崎い擦際甑 

 選挙削勝利裁冴祭碕埼晧倍政⑯朔腰中断裁崎い冴高江

昨慈式歯紫詞建設燦翌日削再開細在擦裁冴甑警視庁機動

隊腰4/11怡川腰大阪腰愛知腰福岡昨県警栽晒 500人昨機動

隊燦動員裁崎腰県遈燦封鎖裁崎昨溷宙強行埼際甑 

 高江朔辺褫虜栽晒更削車埼ǖ時間察鷺北琢裁冴東村削

あ三擦際甑う榊罪う碕裁冴森歳62済腰珍裁い動植物歳生

存裁崎い擦際甑罪祭削Ľ師所雑慈式歯紫詞燦造傘碕いう

昨埼際甑擦細削自然破壊罪昨雑昨埼際甑晧倍総理朔Ş鏤

Ľ日腰Ť日腰15日削日本昨烋和燦願う碕あい細肴燦裁崎

い擦裁冴歳腰政府朔戦中昨出来傘国匙碕歩札燦朔載薩冴

皿う削思え崎擁惧裁崎い擦際甑 

 辺褫虜昨あ昨美裁い海燦埋薩立崎新裁い基地燦造傘祭

碕碕腰高江削慈式歯紫詞燦造傘祭碕朔将来昨沖縄昨冴薩

削絶檮削許際祭碕朔出来擦在珊甑祭参栽晒雑諦薩傘祭碕

作采反檮燦62砕崎擦い三擦際甑 

 

 ☀ 東京ＹŘŔź夏祭三質完売裁擦裁冴  

 Ş鏤 27日腰最終土曜腰恒例昨ＹŘŔź夏擦肴三歳採祭

作わ参腰会場い榊窄い昨子供冴阪腰父疋昨札作細珊腰2000

人以琢昨参加者昨方々埼大盛況甑午後 3時昨採齠裁札抽

選会擦埼腰各字実旨埼販売裁崎い傘食冊物腰飲札物腰罪

参財参和鯖栽削齠裁珊埼い傘様子甑寺門ワ使枝歳一生懸

命削豆腐昨販売燦裁崎い傘姿歳揺象的埼裁冴甑祭珊作祭

碕埼4/11様朔寺門ワ使枝削抽選会埼昨大当冴三燦採与え削

作三擦裁冴甑 
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小原腰徂田腰小川腰張替腰寺門腰川嶋腰岩﨑腰松井各ワ

使枝腰久裁ぶ三削石井ワ使枝雑顔燦見在崎采参腰大橋薩

犀札θ東條χ細珊腰中村周濯細珊腰日本語学院栽晒持詞

試痔昨学生細珊腰南止執祉実式実私実碕多采昨皆様削採

手伝いい冴坂済腰最後擦埼盛三琢歳榊崎無宙終了甑皆様

斎41労細擦埼裁冴甑 

                   θ岩﨑 記χ 

 

☀ 会長通信 ǖĽǹŤ 

  蹠盆燦過災崎腰立崎62砕削瞭風腰罪参雑超擦埼削作

栽榊冴東北地方削琢陸裁腰大済作被害燦雑冴晒裁擦裁冴甑

Ť鏤削入榊崎雑擦坂擦坂厳裁い暑細歳62済擦際甑髭便作

休養燦碕三夏昨疲参燦吹済飛柵裁崎頑張榊崎い済擦裁鮫

う甑                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

℧ 超後昨裕や着櫓 

ǖǹ鏤 南止執祉実昨式実私実削皿傘 

    夏昨姿ャ執寺体験談 

ǖǖ鏤 ŰŕŢ法人坤ŃĹŰ墾代表 

    木山啓子細珊 

ǖǘ鏤 屍式旨爾旨3/11会 

    増田 琴牧師θ経堂g丘教会χ 

ǖ鏤  超村 讃ワ使枝θ⑰浜屍鹿字χ 

 

℧ 超後昨旨師施自実識 

9/ 9θ金χ託北沢際剤晒珊会 

9/10θ土χＹŘŔź国際誘力街頭募金 

     新宿檞周辺埼 10時～16時実施 

9/16θ金χ第ǖ例会 

9/17θ土χ北東部部大会腰盛岡 

9/20θ火χ南止執祉実活動委員会 

9/21θ水χ滋鹿止執歌昨広場腰濯茶 

9/22θ木腰3/11χＹŘŔź糸ャ式至伺鹿執 

     木場公園削崎実施 

9/23θ金χＹŘŔź際剤晒珊会 

     第ǘ例会 

9/25θ日χ富士山部部大会腰富士宮 

10/1θ土χ湘南質沖縄部部大会腰濯崎旅 

10/8θ土χ東新部部大会腰圻日韓国ＹŘŔź 

     朝Ź十勝載皐歳い雑 

10/23θ日χ南止執祉実飼孜実 

     都民教会飼孜実 

 
☀ ＹŘŔź ŰĹＷć 
 

8 鏤朔支爾実姿ャ執寺斯実枝執碕作三腰烝少栽晒小学

校 3烝生擦埼昨多采昨子鷺雑遉歳参加燦細参擦裁冴甑超

夏朔瞭風作鷺昨徃候削滓良細参傘祭碕歳多采あ三擦裁冴

歳腰概搾着定通三実施燦際傘祭碕歳出来擦裁冴甑擦冴参

加者昨中削朔腰毎烝6162的削参加細参崎い傘子腰初薩崎

ＹŘŔź昨寺竺市鹿痔削参加燦細参冴子腰擦冴保護者昨

方歳栽肴崎磁執飼実碕裁崎鯖滋鹿執至伺仔式実私実碕裁

崎参加燦細参崎い冴方昨斎子息昨参加雑あ三擦裁冴甑 

滋鹿執至伺仔碕裁崎参画燦裁崎采参冴多采昨40者冴阪

雑初薩崎昨体験雑多采腰先輩式実私実鯖多采昨仲間削支

え晒参腰祭昨夏 1 嫉鏤燦過斎際祭碕歳出来擦裁冴甑9 鏤

栽晒朔腰定例褫弸活動鯖南止執祉実昨飼孜実腰罪裁崎冬

休札昨旨姿実姿ャ執寺削向砕崎昨準備燦旨祉実詞燦裁崎

参三擦際甑 

 

■ＹŘŔź旨師施自実識 

10鏤 4日θ火χ腰6日θ木χ 

       冬季旨姿実姿ャ執寺 Web溜付開始 

10鏤 8日θ土χ～10日θ鏤χ日本ＹŘŔź大会Ź東山荘 

10鏤 8日θ土χ～10日θ鏤χ秋昨山中湖姿ャ執寺 

10鏤 10日θ鏤χソ児詞滋実識大会 

10鏤 23日θ日χ南止執祉実飼孜実 

 

 

     

   第 20回東新部部大会斎案不 

 

 開催日Ź2016烝 10鏤 8日θ土χ 

 会 場Ź仔施仔青少烝止執祉実質旨時実旨Ｙ 

 

第 1部Ź10Ź30～11Ź30 東新部部会 

第 2部Ź14Ź00～16Ź00 児仕璽式実旨至実施 

 爾鹿式仔栽晒子供燦晤山う 谷本健一郎氏 

 


