


事業支援委員会〈後員獲〉渋谷 和生

⑩説務総議長器蕊顎総説法
⑮ーでHぺ抑制....

.�
主印刷脚加山L

して＠楠鳴を削
<•••> 12入

研修委員会備員長〉綿知昭

z.禽風向妙母m，食II)鍵. a場域’，.時停滞称号帯1t・b曲台風縛鎗
⑩

錦繍駒山入舗の輸と制

⑨ 1州削船't:11).ti ( -1!, " 1"－） 骨紬

4.撮;I!と州融制u,:i＂へ柑. a細民会へ噂齢 〈豊島，IB> 13 人

殖産委員会 〈鍵嵐長〉吉村 俊一

⑮

糊…聞とい輔、波山緩警はが各
．織の将来事生聖割賢察する

上守、調時11:1,tll （イペシ争e・o・＿， .11，’‘イベント。a百II:怠ii寓0:IJAI金⑩
川崎と即時affllta・叫曹一……

4ψ4健闘的念:iiパシF‘揮＂＇
2.制酬制約時制（0 8.側聞か柑力 <•••> 11 人

クリエイト委員会〈袋民銀〉米村和醤子

⑮

劫•::isa:i日明、仰向的側約輔の
活聖t<tを店舗す

⑧ 1一一グ＠糊
z. 地域，E・E・.とUて織機貴重鎗
3.事直後角会へ0•カ <•••> 11 人

広報委員会場風船 岬軒

⑩

i'.ffY E Gの加、 附惜〈鯛す事

3,Fa訓曲棋出ベ－'J)則閉・唱u：草め邑'1'-;7Y'事⑧ 1畑、酬l,IIIM'i草地ー酔崎納典抑制

4.企.PR1'イム膏紛食で央殺す畢租陸自lPRぽ¥'>t寄傷倖す轟｝
轟．細民台、母憶力 <•••> 10 人

情様策調E
••• 

ー’様策調E
...つ怠

事’s，吸ii
.....後

AテずンII鯵会鍋向者 Aライン協．会幽向者 Ii’E 
絵営業. �·‘きe ..輸＂

(2) 'llfAn.A!佃Vol.87

盟巨－
•••A.f-

衡の鮮力委員会〈鍵員長〉佐々木機和
⑨拙YE枇間内叩…鍵榔剛院糊問

場.曲活笹化主人申出食、、審車1•1,, r司聞�机朱来<Difl‘··記＂＇�
zと畢筒摘す

2.百直前母復措黛娘衡唱l1!11)活性，it聖鏑a‘と在、Ii:、 •＜<DAt 晶 司‘ーー
⑩日開山仰し………ω

出会い曹Ila可F器調、 会コν￥ーグ·i.:駅止皐，sヵ
s.号静fall株主骨量隙 ‘．倫雛廃合へe竃舟 <•••> 12入

BI C委員会備員長〉成田

⑩

加島緑町駅創的

2.信後員会へφ協7.J

さを介

⑧ 1開制御綿綿

く..’k> 14 人

ビジョン推進委員会〈援嵐長〉事函 晋
⑨器？？議ini：説捕ま諸伊銘：：：：··

3.市への蝿慣f>all>竃毘鎗骨 4.ll,曹ゐ事事k子膏τ掴慣f’i)111圃鋤轟«）世立溜臨島⑩
組問鳳＠判明記叩叩帽叫舗

亀糊強会へ喝館市 〈’E’••＞ 11 入

親睦委員会ゅ賊〉郷 秀彦

⑩

船舶はか君、制YE G«＞鵠制御

�l.重量民間傍観僚が添削ような活動
L内WJ 2.鍋0llllffil向上“お側面を聾置い費量す轟 3.Aライン純金崎紛 ‘

- 4.信俊民会へのIiiカ ＜••’k> 11 人

総務委員会〈蹴砂中村鰐

2 ..合、 役員会＠厳司陣織作成
⑩

舶、 舶、側側舵

⑩
1触、例会＠ぢ山ー出

3.Baグルメ t,l どの.. 4. 他暴風会への鎗カ ＜•’E’It> 10 人

�鐙調畿郵盛街路額盟事3

膏・.・Ill，ーー
窓際費量 鱒． 鱗 • JI
信槍告義 ＿，，.犠 Ill向曹司区
’k • 創筒典子 出向怠事
寝金量 �繕之 油商‘事
治餌寝事 ’臨島.＇？.！［ 事融事
出樽砲事 鶴谷，If IBI JI 
事事理事 島Ill u 出向種事
唱昆 司臨 量生々草裕樹 出向盤調臨
寝金量 務総 .. t1·←，·－ 
曹会長 奈良鯵司 t1ト舟
‘告:&t 黛高岡邑A 官11ト，·－
If会長 禽唱，a，虫 t1卜舟・
哩且 ‘ 湯田 If 討トb
調E 司匹 －ーー錦畷 t1·←，·－ 
曹邑 唱S 渋谷和生 t1ト舟

Al，・0，姐.合趨向膚
1111晦種事 検省第調F 金唱毒
鹿骨寝事 山崎 ＊ 事事臨

本村公明耳
槍:a- $A. 
三綿布也

� 咽F嶺越感事

f)
r 

2月28目、弘前0)回炉心吻街地、ニt手町・費量治自Jlf:i:j:l,j}にひるさき会コンリー
グ～4の質事～:fltlll骨揺され:J;しt.::..

今回除21:昔2の会コンt、 2層住 45線以上、 11::t生40自民以ょの重量身者によ
る火人の合コシ ru-る�＼！合コンマスターズaの2つに絞り、前回復での3対
30)会コンiti:JI止しての続じい隊みで、測骨量じました．

合コシリ ーグ＠カ目してみたいけど3 人ti望書�«.£鎮められない l というF旬、

多〈、2対2のみでの開催となり家じた．
また前回草子際だったf’�tJD/6の自慢の－6/i』，＇｛；..臨しました．
＆＃加店4ζ予算F唱では�りますが、当店自慢の－ 毎.£till,てもらい、ぞれ

it•111Ji!iマッフに郷軍臨するととで今回行惨なかったおZきでの自畿の－ titるお
かり、次回行ってみたいな？と思ってもらえたらと思い家ず．

男女O.>t句会いt古 itでなく、草書店との出会いも数多〈あり 、 多〈の•m奇襲<1)

11，ζ楽しんでいただitt.::.!:J患い�す．
今年度、事長t4与に2回開催されたひ�－き窓会コンリーグですが、a章旗開後

可Pさたのも多忙の中時間後語圏いでご修カしていただいた余震の方々、会自民間F
JBfil(1;)1J々のおかげだと思っております·＇＊当にありがとうごぎいました．

平成26年度食必観光線会長成田:§t介

看�
ぜ空安
メンバーの書見隆司監はかり、総司E聖書化Tt>�Iζボ ー リング次会がljl',Jil

27�3 月 16 日｛家） 1 8時30分から土手間Eの朗自ボウルにで関骨量
aれました．

�·司会費，.u代 18� の司書却で君主自なJ＼ンディキャップにより維が篤得
点か分からず費量後訟で多いに盛り上がりまじた．

毛色絵 1 月から，E濁�－ねアベレージ 180 、 2ド.で 1 i立毎週っていた
が会織で筒じ妥民会の友人とハイボール＊•－与過ぎ、 重量自I.I)ハンディ
キャッフでアベレージ105でプー ビー 貨を演さ�しt.::..

スコアは聖t�な結集令したが、とても楽しいボ ー リングでした．あり
がとうご;Jい去しtt. t担増11t代表 島JII 蜜量産

31.1128、＊テルナクアシティ弘前で riir;t慢さ主＊送0会J S車”骨量事れ設した．
··�主はSf. (1 2:t;i:11）簿上に海�tl)絡を用Z憶しー列に鐙んでの廊骨量でした．
•• i!司�•1農は鎗a:り、2事.袋店こIi次々と軍属を主主ぎにメンバーが.ii:り会llt:
B院しん可%、＊した．しかし損事事住吉主にサれば、 II)(めばすぐ.がれるのにはIII織し
Tいたよう守ず．

今年�章HIO'J r一文字J -ti宙滞，i'.S\;！主』.：1，いて羽目移設した．
事:iln浩容ん、内海｝＇｛；·�さん、関先行人事ん、佐々＊••怠ん、佐々本語障�ん、

自在館公Ila-ん、 週鹿島徳治事ん、 .山··�ん 、 長谷Jll.iE2.a'ん 、 官官IB-a-ん、

三浦,11J獲さん、 三..l::iEi置さん �•iu音，！）でとうとぎい＊－1'•
.:-11:iJ ])!( 弘、食事，I�と、盛上げてI買いたメンバーに..いたします．

lJ!.i.t2母毒事.It •n量化豊島民f霊 山園町 士事

4月1 6日＜＊｝ 1 7P幸30分よりmテルナクアシティ
弘前にて、lJllit27年度量軍事官総会:tl<fiわれ：，：した．

「

� 

前回総央通行の司5と、第一�·J健平成26年ti'.’E歯医緩衝｛雪隠れ嫁ニ
号·，健司�lit26年度時ll:1rJ員. (IU 、 第三費量目属議ljl�2 7年ti'.Jllt 1i:捕iE
予錬（10が事陸自陣Zきれ、調，·－殺で可決�－おきも：！：しIt.

平成26�11'. r－戸丸Jからのパトンt:�l:t、紛れてljl.Jit2 7 �· rn 
周到，J <I) Iii銑c:: fd;り決した．

中村証f4f
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号·，健司�lit26年度時ll:1rJ員. (IU 、 第三費量目属議ljl�2 7年ti'.Jllt 1i:捕iE
予錬（10が事陸自陣Zきれ、調，·－殺で可決�－おきも：！：しIt.

平成26�11'. r－戸丸Jからのパトンt:�l:t、紛れてljl.Jit2 7 �· rn 
周到，J <I) Iii銑c:: fd;り決した．

中村証f4f

'117ADACHI Vnl.61 ぽ〕




