
第 51年度
スローガン

～伝統に感謝し本質をふまえ時代適応力を強化～

参加者４９名

　所先輩との最初の出会いはいつだったか。私が委員長を拝命した45年度会員親睦委員会、その担当幹事と
して、第1回役員会にて拝眉の機会を得ることになったのです。会員と親睦が合わさった委員会ということで、業
務が多く、さらには初めての委員長で資料の作成からして不慣れだった私を、担当幹事として上手にご指導くだ
さいました。年度終わりの8月になっても来期新入会員がゼロ！その頃の連日連夜の着信を忘れる事はないで
しょう。

　そして私が幹事長をさせていただいた49年度、所先輩には監査役をお引き受けいただき、再び一緒に役員として活動していく事になり
ました。49年度吉田会長と一緒に会社までお願いにいったのが昨日の事の様です。そして執行部として一緒に活動していく事になりました
。と言う事は、例会を含めるとひと月に最低3回は顔を合わせる事になります。例会はもちろん、執行部会の後、役員会の後などに、お酒を
飲みながら遅い時間まで相談に乗っていただき語り合ったのは、忘れられない経験となりました。研修旅行大阪での夜は楽しい思い出で
す。
　その翌年は50周年の記念誌委員会でご一緒させていただきました。私事ですが、出馬した選挙の直前だった事もあり時間の調整がつ
かない中ではありましたが、周年役員として一緒に過ごさせていただきとても勉強になりました。所先輩にはなんだか頼ってばかりいました
。これからは、お会いできる機会も少なくなるかと思うと、なんだか心にぽっかりと穴が空いたような寂しい気分になりますね。
　所先輩、ご卒業おめでとうございます。何事にも真っ直ぐに取り組む姿勢からは多くの事を学ばせていただきました。これからもOJBの先
輩として、人生の先輩として、遠慮なく頼っていきますので暖かくご指導くださいます様、よろしくお願い申し上げます。

｢祝！卒業｣      近沢 正｢祝！卒業｣      近沢 正

「所研二会員 ありがとうございました」 田中 真奈美「所研二会員 ありがとうございました」 田中 真奈美

　所さん、ご卒業おめでとうございます。所さんとは、４７年度初めて役員をやらせていただいた時から始まり、４
９年度、５０周年記念事業、記念誌委員会と一緒に活動をさせていただきました。
　今でも思い出されることは、記念誌の完成まで、毎日、私の家まで来ていただき一緒に記念誌の制作に励ん
だ事です。どんな時も妥協せず、まっすぐに、きっちりとこなされ、正義感が強くて、絶対に相手を悪く言わず、常に
自分を顧みて反省される姿を忘れる事が出来ません。そんな所さんの姿をみて励まされながら記念誌を仕上

げる事ができました。そして、たくさんの事を学ばせていただきました。
　　また私の役員の歴史は、所さんと共にあるので、所さんが卒業されてるととてもさみしくなりますが、また機会をつくって色んなお話が
できると嬉しいです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
本当にありがとうございました。

自己進化を実践しよう

平成 29年 8月 25 日発行
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ご卒業おめでとうございます

入会の経緯から初めての役員の思い出、数度の役員として学んだこ
とを中心に１３年間のOJB 活動を振り返っていただきました。
最後に会員に向けて、「役員を頼まれたときは、積極的に受けて欲
しい」とのメッセージが送られました。

平成 29年 8月 9日　十八楼にて

演題「OJBを振り返って」
講師 　所 研二 会員（第３９年度入会）
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第５１年度大橋会長から
第５２年度加納会長へ会旗の引き継ぎ

ゆかた例会

ゆかた例会二次会

９月例会からの講師を

お一人づつ振り返る大橋会長 積極的な行事への参加を呼び掛ける

第５２年度加納会長

第５１年度から５２年度へ

激励の一コマ 恒例の胴上げでは

大橋会長と所会員が舞いました

平野歴代の乾杯の挨拶で

懇親会スタート 所会員を囲んで５０周年記念誌トリオ 締めの挨拶をする松本歴代

卒業する所会員を囲んで夜遅くまで盛り上がりました。
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第 51 年度役員の皆様から、一年を振り返ってのご感想を頂きました。

『第 51 年度を振り返って』　　　 副会長  加納 浩二

　第 51年度は副会長という立場で一年間をすごさせていただきました。年度が始まる前にこの役をお受けした際は大変な役を受けたと思
いとても不安に思いもしました。しかし終わってみると本当にあっという間の一年だったと思います。51年度の役員の皆さんは優秀で会
長の言われる「段取り9分」を体現していたと思います。そんな皆さんと一緒に役員をさせていただいたことはとても良い経験になりました。
また、大橋会長の事前準備の完璧さと動じた様子が全く無い頼もしい姿にトップの姿勢を学ばせていただきました。会長の一番近くで非
常に多くのことを学ばせていただいたと思います。一年間、あまりお力になれずに申し訳ない気持ちでいます。今年の経験を生かせるよ
うにこれからも頑張りたいと思います。ありがとうございました。

『ふりかえって』　　　 直前会長  北野 英樹

　会長、幹事長をはじめ執行部、役員の皆様、1年間ありがとうございました。また、会員の皆様も 1年間、会の活動にご協力いただき
まして誠にありがとうございました。先頭に立ってＯＪＢの事、会員の事を考え、前だけを見ていた会長の時に比べると、今年度は中に
居ながらも一歩引いて会の事を見ていた 1年でした。立場が変わるとやはり見えてくるものも変わってきます。新たに学んだこと、感じ
たことがたくさんありました。とても有意義な 1年間でした。まだまだ学ぶ事は多いとは思いながら、役員を卒業するのが寂しくはあり
ますが、これからは歴代会長として支え、学んでいけたらと思っています。今後ともよろしくお願いします。第 52年度役員の皆様には素
晴らしい年度になることを期待しています。

『第 51 年度を振り返って』 監査役  鳥居 清

　同期で同い年の大橋会長の下、法人化後初・10年ぶりに執行部の一員として会の運営に関わらせて頂きました。変わったもの・変わっ
てないもの…懐かしくもあり新しい発見もありの一年でした。年齢幅が広く異業種の集まりだからこそ、いろいろなモノの考え方とらえ
方を知ることが出来ましたし、この歳になってお叱りをいただくこともあり、よい経験をさせて頂きました。入会当初に先輩からいただ
いた言葉『実践から学べ！』これに尽きると思います。ＯＪＢに在籍するからには是非！役員・執行部を経験していただきたいと思います。
有難うございました。
  

『ラストサーブ』 相談役  平野 宏司

　OJBの醍醐味の１つは、役員で様々な役割を体験できることです。普通、会社では相談役と言うと、年齢を重ね経験を深め後輩の指導
にあたる立場でしょう。私がその役を全うできたかと問われれば心もとなく思いますが、少なくとも相談役の名を借りて、皆さんにヒー
ル役としての苦言を申し上げる役回りをさせていただく機会に恵まれ、大いに研修させて頂きました。皆さんも是非OJBでは様々な役を
経験して下さい。委員長、副会長、会長にとどまらず、ぜひ相談役と言う自らの会社ではまだ味わえないような役割を経験することこそ
がOJBの楽しみの 1つです。51年度ご一緒させていただいた役員の皆さんありがとうございました。私自身あと 1年のOJBを、今回の
研修をもとに、またしっかりと歩んでいきたいと思います。  

『第 51 年度を振り返って』　　　 会　長  大橋 誠治

　会長を拝命するにあたりふまえるべきことは沢山ありましたが、中でも 50年の年輪を重ねて次の 50年への初年であることを認識し、
今これから会員の皆様が共通して経営者・管理者として求めているものは何か、そして会としてそれをどのように展開し働きかけるか、
という点と、未来への提言の継続実行が使命と心得ました。それらを集約した思いの表現として、「自己進化を実践しよう」～伝統に感謝
し本質をふまえ時代適応力を強化～　というスローガンにさせていただき、例会をはじめ各行事にその意識をもって取り組んでまいりま
した。幹事長を中心に執行部・役員が各行事を通じて、よく落とし込んでいただいたと確信しています。各会員の皆様にはうまくお伝え
できなかった部分や期待にどこまで応じる事ができたかとも思いますが、少しでも何かしらのきっかけ、学び、さらには自社への展開の
お手伝いに連動していただけたのであれば幸いです。各行事は予想を上回る参加人数に恵まれ、大変励みになりました。本当に幹事長筆
頭に執行部・役員の皆様には大変、ご尽力をいただき、お世話になり心より感謝いたします。また、会員の皆様にも多大なご協力をいただき、
誠に有難うございました。私自身もさらなる自己研鑽・自己進化できるよう当会を通じて継続して取り組んでまいります。今後とも宜し
くお願い申し上げます。
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第 51 年度役員の皆様から、一年を振り返ってのご感想を頂きました。

『役員を振り返って』　　　 例会幹事   足立 貴保

　今年度、例会幹事という大役を務めさせていただきありがとうございました。初めての執行部ということで貴重な経験と共に多くのこ
とを学ばせていただきました。担当委員会の田中実践研修委員長、高木副委員長と共に委員会活動を企画する際には多くの意見交換が出
来ました。また準備も含めいろんな事を実際に体験するなど、とても勉強になりました。もう一つの担当の会員委員会の松下委員長と臼
井副委員長は本当に素晴らしく、6名もの新入会員の方を勧誘できました。それには綿密な計画と地道な努力があったと思います。明確な
結果を求められている中で本当にお疲れ様でした。会の運営に携わることで、段取り 9分がとても勉強になりました。会長、幹事長をは
じめ執行部の皆様や役員の皆様には本当にお世話になりました。一年間ありがとうございました。

『一年を振り返って』　　　 広報幹事   永田 康仁

 　第 51年度は、初めて広報幹事として執行部に入らせていただきました。一年を振り返ってみると、初めは不安も大きかったのですが、
なんとかやってこられたのは、会長・幹事長をはじめとする執行部の仲間の助けや、委員長・副委員長の頑張りのお陰だと思います。
また、自分の非力さを痛感しつつも、会の運営の一端を担うことで、組織の中での立ち位置や、役割の担い方を勉強させていただきました。
そして、この経験の中で学んだ物を、これから実践し活かしていきたいと思います。最後になりましたが、役員に誘っていただいた大橋会長、
色々と助けていただいた執行部・役員の皆様、ご協力くださいました会員の皆様に感謝です！
  

『51 年度役員を終えて』 会　計   久世 研二

　51年度会員の方々の協力を得て無事終える事ができました。ありがとうございました。今年度スローガン「自己進化を実践しよう」の
もと、会計という立場から活動していき、会の運営又活動を改めて認識する一年となりました。今まで自社の財務に関してあまり深く考
えたことがなく、一年間の財務計画を立てずに経営してきましたが、会の財務を預かることで、今後の自社での経営方針・戦略を考え自
己進化を実践していく良き機会を得ることが出来たと思います。この経験が今後の糧になるよう邁進してまいります。

『感謝！』　　　 幹事長   山口 猛

　第 51年度のすべての活動においてご理解ご協力いただきまして本当に感謝いたします。ありがとうございました。大橋会長には、行事
がある度にいろいろと心配ばかりさせてしまい、また、役員の皆さんにも無理な事ばかり言って大変申し訳ございませんでした。幹事長
としていたらない点は多々あったと思いますが、本当に皆様に支えていただき、一年間勉強させていただきました。また、貴重な経験を
させていただき本当にありがとうございました。

『１年を降り返って』　　　 実践研修委員長 田中 真奈美

 　大橋会長をはじめ、執行部の皆様、役員の皆様、委員会の会員の皆様、会員の皆様。一年間、本当にありがとうございました。51年度、
大橋会長の掲げられた、スローガンのもと、実践研修委員長という役をいただき、実践とは・・・？どういった研修が自己進化につながるのか、
悩みました。第 1回役員会では、歴代会長が戸惑っている私に気遣って、今までの研修委員会についてお話をしてくださり、ヒントをい
ただけた事がとても心に残っております。またアドバイザーの平野歴代には、事がある度に相談にのっていただけました。違った角度か
らの考え方、アドバイスがとても勉強になりました。ＯＪＢは、本当に素晴らしい方ばかりでとても勉強になります。中国の儒教家、孔子
と弟子との問答の中でも、仁の徳を身に着けるには、どうしたらいいかという問答があります。優れた人、仁徳のある者を友だちとして、
自分を磨き上げる事だよ。と説かれました。現役会員として残すところ、数えられるくらいとなりました。魅力あるリーダーとなれるよう、
今後も自己研鑽を続けていきたいと思います。皆さまのご健康とご活躍をお祈りしております。ありがとうございました。
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『51 年度役員を終えて』 会員委員長  松下 元嘉

　一年間ありがとうございました。すごく白髪が増えたような…気がします。会員委員長として初めて委員長を経験させていただき、責
任を大きく感じました。普段営業は滅多にしませんので、人に会うこともほとんどありません。が、この一年は沢山の方に会い、いろい
ろなお話をさせていただきました。頭の中では「これについて話そう」と分かっていても言葉や文章で伝えることは非常に難しく、意思
の伝達の大切さを改めて勉強できました。また 51年度の会員委員会は、優秀な副委員長があってのことだと感じています。たまたま私が
委員長という立場でしたが、助けてもらう事の方が多かったし、教わる部分も多かったです。臼井さんありがとうございました。そして
51年度、会員委員会にご協力いただきありがとうございました。

第 51 年度役員の皆様から、一年を振り返ってのご感想を頂きました。

『一年間を振り返って』　　　 会員副委員長 　 臼井 俊治

　皆さん、この一年間会員委員会の活動にご協力頂きありがとうございました。一年を振り返って思うのは、やはり皆さんへの感謝です。
初めての役員でしたし、職業柄まともな営業活動を行ったことがなく、自分に勧誘なんかできるかと不安で始まった一年でした。しかし、
皆さんから色々なアドバイスを頂いたり、会員の情報についていろいろな力添えもいただいたりしてなんとか一年やり遂げることができ
ました。委員会の皆さんで協力した会員獲得ＰＲの寸劇はとても楽しい思い出です。会員委員会は、会の魅力を伝える活動でした。来年
度は研修委員会なので、会の魅力を作りだす側になります。来年度の会員委員会が自信をもって会の魅力を伝えられるように、頑張りた
いと思います。　

『第５１年度を振り返って』　　　 広報委員長　　 大平 晃嗣

　今回、広報委員長をさせていただきました。恐らくこれを読まれている大半の方は、私が広報委員長だったのをご存知なかったと思い
ます。一般会員の方に「大平くん今期役員だっけ？」と聞かれたのも一度や二度ではありません（笑）その位、裏方な年度でした。この
役を受けた時、私のような無為無能でこれといってなにも取り柄のない、まさに「ミスター愚鈍」な私にそのような役目が務まるのかと
ドキドキしていました。ずっと小動物のようにドキドキしながら一年を終えるのだろうと思っていましたが、優秀な奥村副委員長にはひ
ろばの作成を、安定の川合副委員長には撮影、ホームページの更新等を担当していただく事で次第にそのドキドキは無くなっていきました。
何より永田広報幹事には、何もできない私を最初から最後まで、父のように時には母のように、細部に渡り言葉優しくフォローしていた
だき本当に感謝しております。この場を借りて厚く御礼申し上げます。今年度は広報委員会で未来工業への企業訪問として垂井の新工場
の見学も担当させていただき、山田社長とご縁を持てた事は、電気工事業に携わる者としてとても稀有な体験でした。また、毎月感想文、
The next challenge の記事を依頼しトータル 40名以上の方にご協力もいただく事ができました。企業訪問と同様、「ミスター愚鈍」な私
がこの年度にこの役目を受けていなければ絶対に成し得なかった出来事かと思うと感慨深いです。皆様本当にありごとうございました。
 

『一年を振り返って』　　　 広報副委員長　 奥村 浩年

 　広報委員会副委員長としてひろばを一年作らせて頂き、本当に多くの時間を費やしました。しかしそれは決して僕一人だけでは無く、
多くの役員の皆さんがいろいろな立場で時間や費用を費やすことでＯＪＢ活動がスムーズに行われているという事を学ばせていただきま
した。ひとりで仕事をしていると忘れてしまいがちな事を再認識させていただいた一年だったと思います。いろいろとご迷惑をお掛けす
ることも多かったと思いますが、ご協力いただいた皆さん本当にありがとうございました。

『ありがとうございました。』 実践研修副委員長 高木 一也

　初めての実践研修副委員長というお役目をいただき、大橋会長をはじめ、執行部、役員、会員の皆様にはご指導およびご協力いただき
ありがとうございました。　当初は、何もわからなかったため、副委員長としての役割をこなしていくのが精一杯の日々でした。そんな中、
田中委員長や他の委員さんからの温かいご指導は、本当に有難く思いました。この場を借りてお礼を申し上げます。ありがとうございま
した。また、大橋会長が常々おっしゃっていた“段取り九分！”　段取りが苦手な私にとっては、とても勉強になる一年間でした。まだまだ“段
取り九分” にはたどり着いてはいないですが、今年一年間で学んだことを、次年度につないでいけるように進んでいきたいと思っています。
素晴らしい研修の機会をいただき、大橋会長ありがとうございました。
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『第 51 年度　役員を終えて』 広報副委員長  川合 敏博

　第 51年度、広報副委員長の依頼を頂いた事を大橋会長はじめ執行部・役員の皆様に感謝します。ＯＪＢのしくみや活動について理解で
きていないままの参加となり最初は戸惑い何をしてよいのか分からず、失敗やご指摘、反省ばかりでしたが経験豊富な永田広報幹事と大
平広報委員長の助け舟もあり無事に第 51年度を終えることができ安堵の気持ちでいっぱいです。また皆様のご協力により自分自身が第
51年度のスローガン「自己進化を実践しよう」という目標を達成できた年となりました。このような素晴らしい機会を与えて下さったＯ
ＪＢの皆様、本当にありがとうございました。
  

『良い経験をさせて頂きました』　　　親睦委員長  井納 宏自　

　51年度親睦委員長をやらせて頂き、本当に色々な事を学ばせて頂きました、私の至らない事が多く、たくさん失敗をしましたが 51年
度の役員をはじめ、会員さんの助力や気遣いなどで、なんとか１年間終わる事が出来ました。本当に 51年度の役員さんには感謝の一言に
尽きます。そして、このすばらしい役員を揃えて頂いた会長にもお礼を申し上げます。無事 51年度が終わりましてみなさまありがとうご
ざいます。本当に１年間良い研修をさせていただきました。役員の皆様、及び会員の皆様、本当にありがとうございました。

第 51 年度役員の皆様から、一年を振り返ってのご感想を頂きました。

『ありがとうございました！』　　　 親睦副委員長  野原 実

　まずは、入会 2年目でこのような機会を与えてくださった大橋会長には、心より感謝申し上げます。1年を通じ、ほぼ毎月なんらかの
事業を行ってまいりました親睦委員会でしたが、まだまだ委員会テーマでありました、「ＯＮＥ　ＯＪＢ！」に向けて、できたことがあっ
たのではないかと思う一年ともなりました。しかしながら、井納委員長をはじめ、役員のみんなに協力頂いて成功する事が出来た家族親
睦は、委員会活動の集大成として、思い出に残るものとなりました。また、何度も企画を練り直さなければならなかった部分におきましては、
根回しの大切さ等を学ぶことのできた、貴重な経験となりました。次年度もこの経験を生かして、社業、ＯＪＢ活動に取り組んでまいりた
いと思います。貴重な思い出、学びをありがとうございました！

『51 年度を振り返って』 長期計画委員長 江森 正

　50年という節目を終え、新たな年度のスタートの第 51年度で、長期計画委員会を務めさせていだたき色々なことを研修させていただ
きました。この一年間を振り返り、長期計画委員会とは改めて大変考えさせられる委員会であったように思えます。なかなか会員の皆様
に委員会活動の内容が伝えきれなかった事や、やりきれなかった事がたくさんありました。これもまた自分自身の研修でした。ただ、一
年間他の役員方や会員の方に助けられたので大変感謝しております。一年間有難うございました。素晴らしい研修の機会をいただき、大
橋会長ありがとうございました。  

『第 51 年度を振り返って』 長期計画副委員長 林 尚路

　第 51年度の役員というお役目を頂戴し、ありがとうございました。一年間共に活動させて頂き、ご一緒くださった役員の皆様、会員の
皆様に感謝申し上げます。江森委員長にご助言頂戴し、不慣れながら準備させて頂いた 7月担当例会が一定の評価をいただけた事で大橋
会長のスローガン「自己進化を実践しよう」が少し体現できたと感じています。全ての行事に参加するには至りませんでしたがＯＪＢへ
の理解を深めるという意味での「深化」は果たせたようにも感じています。これから先の「自己進化」がＯＪＢ活動とともに実現できる
よう努めていきます。皆様、一年間ありがとうございました。
そして 51年度、長期計画委員会にご協力いただきありがとうございました。
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Ｑ１：いよいよ５２年度がスタートします。今の心境をお聞かせください。
Ａ１：自分が会長をするとは全く考えていなかったことに加えて、家庭を持ち、子供が生まれたばかりというタイミングでの会長
という大役を仰せつかり、これからの一年をきちんとやり切れるのか大きな不安でいっぱいです。また５２年という長い歴史の
あるＯＪＢの会長という重みをヒシヒシと感じています。しかし一方で、とても頼もしいメンバーに役員を引き受けて頂けたの
で、これから一緒に活動できることが楽しみでもあります。良い一年になるように頑張りたいと思います。

Ｑ２：今年度のスローガン「感謝の心をもって楽しく経営にのぞもう」に込められた思いをお聞かせくださ
い。
Ａ２：スローガン作成にあたり、キーワードとして入れる言葉は、自分が一番出来ていないことにしようと思いました。また幹事
長をお願いした足立会員から役を受けて頂いた際に「楽しみましょう」と言われたことが、ずっと心に残っていて「楽しむ」という
言葉を何らかの形で使いたいと思っていました。そうして考えるうちに辿り着いたのが、このスローガンです。いろいろな物事や
人に対して感謝の心を忘れない事と物事を楽しむ事は、長く経営を続けていく上で不可欠なものだと思います。そういった思い
から、このスローガンにすることにしました。

Ｑ３：今年度の例会や委員会活動で注目して欲しいところはどんなところでしょうか？
Ａ３：今年度の最初の例会では、今年創立５０周年を迎えた岐阜経済大学の山田武司先生をお迎えします。学校法人大垣総合
学園として大垣女子短期大学との経営統合もされたばかりで、いろいろな話が聞けるのではないかと思っています。また、その
他にも、私と同世代の経営者を講師としてお迎えする予定です。毎月、興味深い話が聞けると思いますので、是非とも第５２年度
の例会も欠かさずに参加をお願いしたいです。委員会活動では、現時点で目新しいことをする予定はないですが、各委員長、副
委員長を中心にして一年間しっかりとした活動ができればと思っています。

Ｑ４：最後に会員の皆様に向けてメッセージをお願いします。
Ａ４：今年度の役員一同と共に、微力ながら全力を尽くして活動をしていきたいと思っています。一年が終わったときに良い年
だったと言ってもらえるように頑張ります。どうか皆様のご指導とご支援をよろしくお願いします。

お忙しいところ、お時間を頂き、ありがとうございました。
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９月に誕生日を迎える方をご紹介いたします。

子どもたちも豪華景品に大興奮！

OJB 夏のバーベキュー大会 ( 家族親睦会 )

大橋会長挨拶

新入会員説明会

　会員２２名　奥様６名　お子様２２名

参加者全員集合！

平成２９年７月３０日　オアシスパークBBQキャンバス

OJB会員として一緒に学ぶ仲間に感謝 ! ！

四季の会

◯鳥居清会員

◯小川智宏会員

◯野原実会員

◯足立貴保会員

◯実践研修委員会

◯会員委員会

◯広報委員会

◯親睦委員会

◯長期計画委員会

◯所研二会員

◯大橋誠治会員

CBC ラジオ、ぎふチャン、東海ウォーカー、etc に、水まんじゅう、水まん氷の情報を取り上げていただきました。AGF さん主催の「珈
琲ラブズ和菓子アワード２０１７」にエントリーしています。「水まんじゅう」に一票をお願いいたします。

家族親睦会のクジにて娘が１等賞を当てることができました。いただいた戦艦大和のプラモデルは箱を開けずに大切に飾ってあります。

6月末頃、体調を崩して 3週間ほど禁酒しましたが 7月末の検査で異常なしの結果をいただくことができました。おいしいお酒をまた
思いきり飲むことができます。皆様体調管理には気をつけましょう。

第３７回全国クラブハンドボール選手権大会中地区大会において準優勝できました。ありがとうございました。

一年間ありがとうございました。みなさんと一緒に研修ができ、とても勉強になる 1年間でした。

1年間ありがとうございました。来年も新入会員が入りますので、よろしくお願いいたします。

1年間ひろばの記事の依頼にご協力してただき、ありがとうございました。

7月３０日の河川環境楽園での家族親睦会に多数のご参加をいただきありがとうございました。また、1年間親睦委員会の活動にご協
力いただきありがとうございました。

長期計画委員会の活動に一年間ご協力いただき、ありがとうございました。

12 年間ありがとうございました。数々の貴重な経験の全てが想い出です。

一年間、会の運営に多々ご尽力賜りありがとうございます。おかげ様で無事一年間会長を務めさせていただけました。ありがとうござ
いました。

8月ドネーション

10日 　小川 真人 会員　　14日 　小倉 秀樹 会員　　　26日　栗田 英優 会員　  
 
14 日　鳥居 清 会員　　　18日 　寸田 敬介 会員
　　　

第５１年度　第５２年度　執行部　会員委員会
メンバーよりご説明させていただきました

平成2９年７月26日 Bistro & Cafe 徒然
参加人数12名　新入会員候補者６名

平成2９年７月2１日 京風寿司 駅前にしき 
参加人数1３名
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