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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 r u-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．
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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
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11 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
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．
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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
れました．
�·司会費， 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
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，！）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
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4月1 6日＜＊｝ 1 7P幸30 分より 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
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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