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永井正義君 ll.1水先生ありがとうございま

した。成剛さんありがとうございました。

中山信夫君山本先生ありがとうございま

した。成[[Iさんありがとうございました。誕
生I弓I祝い。

成田良治君昨日9月5日当社の20周年で

した。中京テレビの御支援により記念コンペ

を行いましたところ、当クラブゴルフ会のメ

ンバーの参加を戴きありがとうございました。

又、皆様からのお祝を蚊きありがとうござい
ました。

尾関武弘君今西さんお子様のお誕生お目

出度うございます。

鴬谷龍男君 9月ゴルフ会で優勝させて頂

きまして誠に有難うございました。

鈴木理之君吉閉敬岳君御苦労さま。夫人
誕生日祝い。

津牧孝臣君早退します。申し訳ありませ
ん。誕生日祝い。

吉田敬岳君成田さんお目出度うございま

す。出席出来なくて残念です。

釜谷健一君、竹田眞三君成IIIさんあり

がとうございました。家内が大変お世話にな
りました。

秋山茂則君、石黒正則君、菊池昭元君、

木全昭二君、水野賀續君、太田茂君、

佐久間良治君、鈴木正男君、舎人経昭君

成田さん有難うございました。

西尾正巳君会員、夫人誕生日祝い。

三好親君、奥村登喜朗君、大口弘和君、吉

田節美君誕生日祝い。

今枝秀夫君、小林明君、黒野貞男君、笹

野義春君、杉山貞男君、山本眞輔君
夫人誕生日祝い。
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識減“雌近の香港と中国”

伊藤忠商事㈱名古屋支社長

桐本郷之氏 （紹介成II1君）
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◇“君が代”

◇“我等の生業,

◇ビジター紹介 3名

◇今月のお誕生日祝福

西尾君(9/3)、三好君(9/6)、奥村君(9/12)、中

山君(9/1!l)、久保llI君(9/15)、林君(9/17)、吉

朋(節)君(9/23)、大口君(9/26)、津牧君

（9/28）

◇出席報告

会貝 69名 出席 56名

出席率 81. 16%

前回 9月6日（修正出〃if率) 98 55%

◇ニコボックス

名古屋和合RC石田秀翠君石田流の芸術

展（シルクロードと花）ご覧下さい。

浅井誠寿君うちの学園のチビッコ高城中

学校が第25回全国rl:!学校選抜体育大会と平成

6年度全睡l中学校卓球大会で全|垂l優勝しました。

林淳三君成田さん大変お世話になりまし

た。誕生日祝い。

池田隆君ごぶさたを致しました。

今西功一君成田さん大変お世話になりま

した。夫人誕生日祝い。

小杉啓彰君少し涼しくなりました。

小山雅弘君成|:11さん有難うございます。ゴ

ルフ会の皆様大変お世話になりました。

久保田皓君成田さん大変お世話になりま

した。第三位有難うございました。
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一一一～－第101回ゴルフ会成績一一一・一一

（ク‘リーンヒル関9/1(木))

RANK NAMEOut ln GHxpNet

優勝鷺谷龍男 41 40 81 22 59

2 位太田 茂 44 45 89 24 65

3 位三好 親 37 40 77 12 65

B B佐久間良治 51 49 100 17 83

（参加者14名）

次回ハンディ 鷺谷君 16 太田君 17

加藤君 29 永井君 12

三好君 8

この暑い中平均にスコアが良かったのは、コー

スが良かったのか？皆さんの腕のすごさか？

その中でもグロス81､ネット59と快スコアを出

された鷺谷さんに若手はたじたじ、松居さんよ

りアメリカのお土産を寄贈頂き、優勝者の手に1

今回はただただ鷺谷さんデーとなりました。

尚、10/6(木)セントクリークで開催致します。

ふるってご参加下さい。

◇情報抄録より

早退しないで下さい

「あなたが人を食事に招待したとき、その人

がメイン・コースが出されたとき、立ち上が

り、退出したという経験はありませんか？あ
なたが卓話を依頼され、あ葱たが紹介されて

いる丁度その時に、退出する人を見たという

経験はありませんか？

このようなことが、私たちの例会で発生し

たら、プログラム委員会は当惑します。あな

たがこのよう芯ことをすれば、ほかの人も同

じことをするのでば怠いでしょうか…」。

－クラブ会報より

◇例会変更のお知らせ

あまRC 9/19(月）早朝例会の為、名

鉄グランドホテルにて8時より

名古屋栄RC 9/19(月）職場訪問の為、栄
ガスビルにて18時より

名古屋名南RC 9/20(火)家族同伴例会の為、

ブランズウィックスポルト

にて18時より

名古屋南RC 9/21(水)秋の家族会の為、
9/17(土)中日劇場にて

名古屋東南RC 9/22(木)長寿の日夜間例会
の為、ホテルナゴヤキャッ

スルにて18時より

名古屋大須RC 9/22(木)親睦例会の為、わ
たなべ旅館にて18時より

名古屋空港RC 9/26(月)招待飛行の為､9/25

（日）名古屋空港国内線空港

ビル2階特別室(B)にて9時

より

◇次回例会（9月20B)

講演“時代は今、 インターアクト”

第2760地区インターアクト小委員会委員長

松前窓典氏 （紹介今枝君）

当日は中京テレビ「24時間テレビ愛は地球を

救う」に協賛し、各ショートホールでチャリ

ティーを開催致しました。当クラブよりゴル

フ会の方に多数ご参加を賜わり、心あるお祝

を戴きましたのでこの場をお借りして厚く御

礼申し上げます。 成田良治君

◇小山幹事報告

1 ．次回11時30分より1M連営委員会を、 13時

30分より諮問会を開催いたしますので担当

の方はお忘れなくご出席下さい。

2． ロータリーの友事務局より1995年ロータ

リーダイアリーの案内がきております。一

部千円ということで、 ご希望の方↓ま事務局

まで申し出て下さい。

◇水野(賀)会長挨拶

7月25日中日新聞夕刊の片隅に、 “ジーンケ

リー氏倒れる”のニュースがのっていました。

私の知っている数少ないミュージカルスター

の一人です。 もう40年位前のことですが、彼

の主演したミュージカル映画「雨に唄えば」や

「巴里のアメリカ人」は、それこそ一世を風び

し、今でも彼の唄い踊る姿を思い起こすこと

が出来ます。

ミュージカルと云うとカンカンおどりを想

像して、あまり好きに芯れず、 「ニューヨーク

物語｣や｢王様と私｣の映画を観た程度でした。

平成元年に、劇団四季のミュージカル「キ

ャッッ」を観て来ました。 「キャッツ」催、全

国で上演回数2760回、入場者は270万人で、 ミ

ュージカルとして大ヒット作です。名古屋公

演は、笹島に専用シアターを作り、昭和63年

11月から一年間のロングランで、入場者も64

万人を記録しました。

今年の3月、中日新聞に「"キャッツ”が帰

って来る。今夏再演。同一都市では、東京・大

阪についで3番目」の記事がありました。

いよいよ名古屋も偉大なる田舎から文化都

市へ変って来たのかという想いと、再演なら

もう一度観てみたいと楽しみにしておりまし

た。 7月になっても一向に、再演の気配が芯
いので、問い合わせたところ、理由は云えな

いが無期延期になったということでした。誠

に残念であります。

考えてみると、舞台芸術の中で、音楽、歌、

おどり、芝居と4拍子そろっているのはミュー

ジカルだけで、そこにこそミュージカルの特

色があり、観る側にとっても楽しさがあるの

では厳いでしょうか。

しかし、考えてみるということ自体が古い

発想で、およそ芸術とは自らの感性をみがい

て受けとめるのが観賞する者の本来の姿勢で
あります。皆さんの芸術のレパートリーの中
にミュージカル観賞を加えていただいたらど

うでしょうか。
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