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長友 喜信･･･２５回目の皆勤賞ありがとうございま
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最勝寺 大峯 中村静美 柳
届出有
鎌田 博文･･･棈松さん ４回目のホールインワン
井福 盛田 福永直人
届出無
おめでとうございます。すごいですね～
小田 賢一･･･棈松さんからのホールインワンのプレ
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高辺 晃也･･･棈松さん４回目のホールインワンおめ
でとうございます。
吉原 信幸･･･棈松様 ホールインワンおめでとうご
ざいます。いつもありがとうございます。
吉田 努･･･棈松さん 記念品ありがとうございます。
木佐貫鐵蔵･･･ホールインワンおめでとうございます。
小坂泰一郎･･･棈松会員 ホールインワンおめでとう
ございます。毎週ホールインワンして
下さいね。
船木 修一･･･棈松会員ホールインワンおめでとう
ございます。スゴイですね！！
平川
靖三･･･棈松さんおめでとうございます。
２５ヶ年 長友 喜信 会員
ありがとうございます。
藤岡 成学･･･棈松会員ホールインワンおめでとう
教育振興基金委員会 吉原 信幸 委員長より
ございます。
馬渡 一美･･･棈松さん ホールインワンおめでとう
教育振興基金へのご協力
ございます。
を宜しくお願いします！！
◎米山奨学会◎
三坂 昭一･･･米山奨学会へ
外山 俊明･･･米山奨学会へ

◎教育振興基金◎

□本日のプログラム

三坂 昭一･･･教育振興基金へ
木佐貫鐵蔵･･･遅くなりました。
外山 俊明･･･教育振興基金へ
高辺 晃也･･･教育振興基金へ
◎今後のプログラム
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地区大会報告
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ﾆｺﾆｺＢＯＸ

都城西ＲＣ・東蔚山ＲＣ
姉妹締結交流の今後について

□ＳAA 報告

丸山 照明

◎ニコニコ箱◎
佐々木鴻昭（都城ＲＣ）･･･棈松さんホールインワン
おめでとうございます。
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