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名宙屋千種回ニタ:リークラブ

鱸'鱸鰐需
例登場愛知厚生露金会館
事務局盈鼎鴎-51 1D
会長秋山茂則，
幹事和|田正厩
会報委譲佐野寛
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◇“それでこそロータリー､，

◇出席報告
会貝 66(63)名 出席 !l l名
出席率 65．08％

前回 3月17日 （修正出席率)9683%

◇ビジター紹介 148名

◇ニコボックス

秋山茂則君今日は誰が笑うか。

水野民也君本日当会場ご使用願歓迎しま

すc

成田良治君水野民也さん、本日はお世諦
になります。笹野さん、御苦労様です。

佐久間良治君水野民也さん、お世話になり

ます。北野さん、長い間ありがとうございま

した。

笹野義春君皆さん多数ご参加頂きありが

とうございました。水野民也さん、お世話に
なります。

◇和田幹事報告
l .次回例会終了後、理事役員会を開催いた

しますので、理事役員の方はお残り下さい。

2．西尾KIRARARCに御参加される方

は事務局までお申し込み下さい。

◇秋山会長挨拶
自己破産増大

クレジットカードや消費者金融の利用者に

よる多重債務が深刻な社会問題になってきた。

若者やOLなどが、複数のカードで安易に買い
物をした揚げ句借金を返済できなくなまって

しまい、個人破産のI;|］し立てをするケースが

増えている。東京弁謹士会法律相談センター

が受けたクレジット・サラ金関係の相談件数

は、91年度は2千件を上回る見通しで、90年度

の倍のペースの多重悩務の問題といえば、従

来はサラ金関係が多かったが、最近ではむし

ろクレジットカードの使い過ぎをめく'るトラ

ブルが多数派となっている。20代の若者が相談

に訪れるケースが多いのも新しい傾向だ。こ

曇 春季家族会(ボウリング大会）於星ケ丘ボウル

の結果、個人破産の件数も急増している。全

国の裁判所への個人破産申し立ては、90年のほ

ぼ倍に匹敵する数字だ。借金による株式・不
動産投資の末に行詰まったケースもあるが、大

半はクレジッ ｜､カードによる借り過ぎが原因

である。消践フ'一ムに支えられた景気拡大の

中、信販・流通会社が競ってカードを発行し

てきた。利用者が能力を超えて借りられるよ

うな状況が備わってしまったといえる。また、

金余りの中、貸出先を探すのに困った銀行が

消費者ローンに力を入れたことも見逃せない。
住宅ローンを除く消費者信用の新規供与額は

91年には70兆|:'lに達した模様で、これは日本
の国家予算に相当する規模である。私の推計
では、個人の自己破産予備軍は100万人達して

いるとみられる。経済企画庁の調査でも、住

宅ローンを除く個人の借金比率は米国を抜い

て世界一になっている。「借金経済」に苦しむ

米国の姿を、対岸の火事と眺めていられるよ

うな状況ではなくなってきた。（日経ビジネス・

宇都宮弁謹士記事より)証券・金融機関をはじ

め、バブル経済に踊り踊らされた企業におい

ても、亜いつけが廻りつつあるようです。

/雨
へ

へ

◇笹野親睦活動委員長挨拶
皆さん、今晩は、今宵は、春季家族会でご

ざいます。

皆様方には、大変、御多忙の折りにも拘らず、

多数のご参加を頂きまして、誠にありがとう

ございます。

今回は、水野民也さんにお願いして、久し

振りのボーリング大会を取り行います。皆様、
それぞれ、ご家族の方々も大いに力を発揮し

て頂いて、日頃の練習の成果が実るように、競
いあって下さい。

尚、優勝商品を始め、沢山の賞品を取りそ

ろえておりますので、最後まで頑張って楽し
くプレーして~ドさい。

－1 －

黍畢鹿套長テーマ ､鵜に薬し 〈笑顔で例釜一 110年に向幟で盛上ろう〃



～~~~~～ボーリング大会～~~~~～

会員22名、ご家族26名で春季家族会が星ケ
丘ポウルにて開催されました。

前回のボウリング大会は3年前、あれ以来

初めてという方がほとんどでしたから、参加

者の大多数はハッスルしすぎて、翌日筋肉痛

にみまわれたのでは~ ・

でも皆さん久しぶりに体を動かされ、さわ

やかな気分で楽しいひとときをお過こ"しにな

られました。

〔会員の部彦
寺=

この他、 〈家族賞>は、優勝・成l1l良治君・

家、 2位・佐久間良治君・家、 3位・水野民
也君一家でした。

又、急きょアベック賞( 1Gと2Gの得点が

同じ)を設置。成田真吾さんと中山幸枝さ

んに贈られました。

◇例会変更のお知らせ

名古屋和合RC 4月1口(水)お花見例会の為、

八事八勝館にて18時30分より

名古屋守山RC 4月2日(/k)春の家族会の為、

中日パレス5F「並の間」にて

10時30分より

名古屋大須RC &1月2日(木)春の家族小旅行の

為、旭高原少年肖然の家にて

名古屋名東RC 4月711(火）お花見例会の為、

長久手I11J.杁が池公|刺にて12時

30分より

名古屋名南RC !l月4I 1 (上)存の家族会の為、

東山柚物側にて'011＊より

名古屋大須RC 4月9H(木）社会・職業奉仕合

同例会の為、名古屋市南田工

場にて12IIf30分より

名古屋空港RC 4月131:1(月)松本空港RCとの

夜間親睦会の為、 18時より

豊山城北RC 4月14日(火)春の家族会の為、

4月12日（日）御圃座にて16時よ

り

名古屋南RC 4月15II(水)春の家族会の為、

名古屋不完パークホテルにて

18時より

名古屋名北RC 4月15B(水)春の家族会の為、

翠芳|刺にて12時より

名古屋名東RC :1月21日(火)夜間例会の為、中

国飯店にて18時より

名古屋東南RC 4月23日(木)存の家族会の為、

4月19日（日）館山寺温泉にて

8時30分より

◇例会休会のお知らせ
（ビジター受付は致しません。 ）

4月28日（火） 豊山城北RC

（定款第4条第1節により）

4月30日（木） 名占瞳東南RC、名古屋西RC、

名古屋大須RC

（定欽第4条第1節により）

◇次回例会（3月31日）
講演 “野球と人生”

野球解説者

中利夫氏 （紹介水ml:(民)君）

◇次々回例会（4月7日）

講演 シベリア抑留記

“お塩が砂糖のようにおいしい”

会員 小坂井盛雄君
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RANK

優勝

2位

3位

4位

5位

NAMI

成、

小山

松島

江崎

山本

l(;

良治 l26

雅弘 lil 1

孝彰 156

民夫 135

真輔 141

〔夫人の部〕
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RANK NAME l(; 2G TO1,AL

優勝佐久間順子 153 203 356

2位松居敬子 120 128 248

3位黒野葱･子 99 136 235

4位水野智子 128 101 229

5位 新美輝子 90 1 13 203

佐久間夫人は参加背の4!で356という｢淵i¥点を狸得さ

れ、優勝なさいました。

〔ご家族の部3

KAMII IC

大谷 岳 130

成田真昔 l23

笹野雅申 l @11

中山信太郎 l l3

笹野寿伎 116

RANK

優勝

2位

3位

4位

4位

2G
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123
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l l5
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