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まことの幸福は人助けから

REALHAPPINESSISHELPINGOTHERS
1992～93年度RI会長クリフォード･L･ダクターマン

No. 33

春季家族会(ボーリング大会）於：星ケ丘ボウル第518回例会平成5年3月23日(火)晴

◇”それでこそロータリー'’

◇出席報告

会貝 70(65)斜 出席 42fj

出席率 64~62％

前回 3月16日 （修正出席率) 100%

◇ビジター紹介 82名

◇ニコボックス

水野民也君御利川有雌うございます。良

いスコアーを出してドさい｡

安藤鑛之助君、小杉啓彰君水野(民)さん

ありがとうございます。

黒須一夫君 4人で水野(民)さんにお'11話

になります。

中山信夫君、新美敢君．大谷和雄君、

上野保君水野さんお世話になります。

◇池田幹事報告

1 ． 次回例会終了後、理瓢役員会を|刑雌いた

しますので、111鼎役員の方はお残り~ドさい。

へ

の|工|際見本市に展示され、以後爆発的なブー

ムとなりました。今も根強い人気があります。

どうかごゆっくり、存分にお楽しみ下さい。

◇小杉親睦活動副委員長挨拶

皆様水[1はお忙しいところ、泰季家族懇

親ボーリング大会にご参加いただきまして誠

にありがとうございます◎

昨ｲ'4にリ|き統きまして、木I員lは水野民也さ

んに大変おl1!話になります。よろしくお願い

致します。

また、私共親I朧活動委員会としましては、秋

季家族旅ｲi・クリスマス会につづき今年度最

後のこの会を迎えることができ、皆様のご協

力に感謝しております。

それでは、沢11｣の蛍品を取り揃えておりま

すので、桁--.杯実力を発抓していただいて、楽

しいひとときをお過ごしください。

へ
一一…一・一ボーリング大会一一一一一

M(111 11'II)ij会農の始球式により会貝20名、こ

家族28名にて、ゲームがスタート致しました。

◇大谷会長挨拶

が季家族会

春季家族会に、会風．ご家族の皆様、多数

お集まり~ﾄさいまして有難うございました。お

llti"]頁きました松崎籾睦委員長、親l朧姿貝の

皆様、会場をお衝し下さり、色々ご配臓を脳

蛾いたしました水野iill立会農に心から棚l礼I II

し上げます。

私が訪米いたしましたのは昭和35年。強く

印象に残ったのは、まさに先進国アメリカと

いうことでした。コカコーラや柔道､野球、ボー

リングもそうです。ボーリングは、辞典によ

ると約7,000年前の紀元前5,200年に、近代テ

ンピンゲームとほぼ同じゲームに使われた川

具がエジプトの蕊から発見されたといいます。

ずいぶん古い歴史を持っています。こんな而

白いものはやがて'二1本で流行(はや)るに逸い

ないと思っておりましたが、 ~I-度この年lli'i"

ボーリングということでポロシャツ・パン

ツといったカジュアルな服装の〃が人部分。皆

さん大変お蒋くなられて、年に・度のボーリ

ングを楽しまれたようでした。

－1－

燕毒テーマ 蝋深い友情・楽'しい例鑑〃 本紙ば癖21§紙をY使勵しておりまトサ。



〔子供の部〕

RANK NAME 1G 2G TOTAL

優勝 小lll 忠弘 118 129 247

2位 小l lj 史晃 83 83 166

3位 中l l ll'場司郎 64 90 154

その他、人波1'i 石黒正則芯、小波鐡

成u｣真砂子さん、おしどり賞小山初恵さ

ん・小l l 1 史兇ｲ|~、ホタル賞松島美津江さ

んに、それぞれ髄IW!がll削られました。

◇例会変更のお知らせ

名古屋名南RC 4/6(火)春の家族会の為、

4/4(H)浜松方面へ

名古屋名東RC ｣1/6(火)お花見例会の為、

杁が池公園にて

名占屋和合RC 4/7(水)お花見例会の為、

血色I点lにて16:30より

名占膣大鎖RC 4/8(1<)家族小旅行の為、

'1/4( I-I)犬山方iniにて

名古屋空港RC 4/12()1)松本空港RCと

の合liil例会の為、かすが

洲§にて18:00より

名占崖東南RC 4/15(*)春の家族会の為、

4/10(土)神戸方面へ

名古屋昭和RC 4/19(月)春期会員・夫人
懇親会の為、 4/20(火)八

』Ii八勝館にて18;00より

名占屋港RC 4/23(金)家族旅行の為、
4/18(B)名古屋港水族館

にて

名古屋名東RC 4/27(火)夜間例会の為、

jj: IMi亭にて18:00より

名古屋南RC :!/28(水)春の家族会の為、

4/29(水)名古屋港方面へ

◇例会休会のお知らせ

（ビジター受付はいたしません）

4月20n(火) M1山城北RC

4月28II(水） 名古膣名北RC

4月30日(金） 名古屋港RC

（定款第4条第1節による）
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RANK NAME 10 2G TOTAL

優勝 中1I1信太郎 194 144 338

2位 奥l1｣登喜朗 176 140 316

3 位 今西幸- 130 175 305

4 位 梅野暢宏 139 149 288

5 位 池川 隆 135 149 284

1 | !III侭太郎ｲﾔは、この1年でグングンと火

力をつけ昨年より110点も商い338点で優勝。

2位の奥11 1君も、 “我々の1!MItllli代はボーリ

ングでした”とおっしゃるだけあって316点と

いう11.1iスコア。

〔女性の部〕
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◇事業所変更のお知らせ

会貝 IﾉMI:d lli己イキ

新住所 〒!160 1 | ' |x栄3－5－1

㈱斜111.隈二越栄本店
TEL 252-1111

FAX 252-3310

膨鍵鐸’ ’1劃
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2G TOTAL

138 263

116 249

140 239

102 232

125 220

今年は'戦々優

RANK NAME 1G

優勝 照野恵ja 125

2位 上野令奈 133

3 位 水野智子 99

4 位 新美寿恵 130

5位 ！ |!山幸枝 95

昨年3位だった黒野さんも、

勝。おめでとうございます。

◇次回例会（3月30日）

識演“姓名学について”

沢田麗光鑑定所

沢lll 幸ﾘ)氏

◇次々回例会（4月6日）

友愛の1. 1 (立食）

(紹介新美君）
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