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第60回例会昭和58年10月16日（日）晴 秋季家族会於星ケ丘ボウル
要、

本日は当クラブのテリ トリーの千種区につい

て2， 3感想を述べようと思います。
私は昭和34年にi,'i住町で初めて些やかな産
婦人科の診擦所を設けましたが，その時，市
内においては東の果ての産婦人科医院でし
十一

ノーo

この星ケ丘までは~｢lj･地がノンビリと走り，
この辺りは出|釧の他には荒れ'| 'で全く何もな

いと11Iしてもよい程でした。長久手の入口辺
りでヘッドライトに「いたち」か「狐」が横
切っていくのに度々III合い，でこぼこのll.i舎
道を， こんなところに道があったのか，家が
あったのかと暗闇の1|｣をよくill掛けたものだ

と感慨無量です。
それが将に5年単位で新しい団地，区間整

理が展開され，猪高，長久手, I-I進の開発は
大変なもので就中，名東区の発展には瞠目す

るばかりであります。ところが本当の意味で
のテリトリーの千種IXは『ここから四』でし

てこの東はすぐ他人様の区域になる訳です。
名東区が火発展し千噸区が停滞しているの

は2， 3の理l1:1があると思います。節－．に区
ilii蜷理の立案が，名東IXはモータリゼイショ
ンに対応しているのに対し，千職区はせいぜ

い自転蝋を頭に画いていたのでしょう。換言
すれば終戦前の発想と終戦後の発想の蕊とで

も叶'せましょう。

2番目に，貫通しています数カ所の地下鉄
駅が，名東区では名東区内および日進，長久
手一円のパスに対するターミナルの役目を果
しているのに対し，千繩区内の地~ﾄ鉄駅はせ
いぜい池~ドぐらいで，千種1基内の住人にすら

ターミナルの役目を果していません。一社，
本郷，藤ケ丘駅周辺の活気を呈する地~ﾄ鉄駅

が千種区にはありません。バスの雌線も逆転
|囚|数も千種区域は実に貧弱で，そのため人の
流れも少く， これは直ちに千靴区内の経済活
動の就':l ',商業活動の低洲に述勤するのでは

ないかと推察されます。第3滞日には,*l l l
から池下までの幹線道路がネックになってお
ります。狭くて渋滞する道路に車が集'|:!しま

◇“奉仕の理想”
◇出席報告
会典48(47)名出席24名
出l'i'j率51.06%
◇前回10月11H (修正出席率) 100%
makeup

深兄期.(10/15守11 1),浜口君(10/13西), 7Tl11
：（(10/12ﾄ'1合)，加藤(正)"(10/1.5守l l l),松
居愁(10/12ｲⅡ合)，三輪君(10/13東南),水野

（賀)識(10/12和合)，西川君(10/13端穂),佐
111:諭(10/11瀬戸北)，笹野君(10/15守山)，猶；
脈諭(10/12名北）

◇誕生日祝福
佐野君(10/19)

◇ニコボックス
水野(民)職（本日は当星ケ丘ボウルをお使い
頭きありがとうございます)，菅膿君（「とろ
いことやつとるな」出版記念会，竹内会長，
水野祗前会提はじめ皆様のお力添えで磯会に
できました。なお18日，午後2時より東海テ
レビにM~|演します)，佐野君(誕生祝）

◇三輪幹事報告
1． 次| ' II例会終了後，理半役典会を行います
ので.!11!!li・役貝の方々は2F棚の間にお錐

りドさい。
2． 節268地区iIII戸幽南R.C.の認証状仏迷
Lt(S59.3.11 (H))の案内が来ておりま

す。参加希望者は事務局までおlllし出~ﾄさ
いつ

◇新美親睦活動委員長挨拶
*liは体Hに拘らずお集り頂きありがとう
ございました。スポーツの秋にふさわしく，
恐いきり身体を伸ばし心身をリフレッシュし
て|ﾘ1 1 1への活ﾉJにして頂ければ幸いです。

◇竹内会長挨拶

鋪311且I例会は，今年の3月22LI (火）に型1
ノ'1ヶ丘ボウリング場で千砿R.C.として"jめ
ての11職場例会をもちました。本1.1は又いつも
のj!j邸~|~:ｲ|ﾐ金会館が都合で使えませんので，水
野前金腿の御l!ﾒ意で当ボウリング場で家族例
会の形で開催させて頂くこととなりました。
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すので，人々はなるべく集まろうとせず避け

て通ります。これでばそこで商売をしても成

立ちませんから誰も資本投~ﾄをしませんし，

立派な商店街が形成されるわけがありませ

ん。このままでは千砿|Xは人々がpassするだ

けの区域に陥落しそうであります。
ShareRotaryの線に沿って､I1クラブのメ

ンバー階強につき，特に|淵業|卿係のｲ1ﾉj省は

おられぬものかといろいろと老えてまいりま

したが，如何にも当地域での実業の展淵が困

難なのではないか，活発な物流ないしば商業

活動は無理ではないか，そのために通‘賂メン

バーの推恭に難渋しているのではないかと思

(,､?11つたのです。今後機会がありましたら行
政処叫脅とか｢h.会議此のしかるべき人をスピ

ーカーにお迎えして御意兄を/ltt)たいもので

す。

◇第260地区奥澤ガバナーよりのお手紙紹介

過l1の公式訪問に際しましては．充分な御

準備をいただき，会長幹j職をはじめ全員呰

様がたの御協力により無'j；終rすることが出

来ました。有難く厚く御礼ll lし上げます、

刺w:1ｲﾄ有余にして既にロータリー財肘時

Ij･率地|X優秀クラブとして受'itされる聯・破

帷'''9なクラブ遮営をされておりますこと，ま

ことに鱸しく拝兄させていただきました。
スケルトン会長のテーマに従い．光>)クラ

ブのj,!f礎1,11めをされ，鱗強にクラブ椚勤に一

〃|の御皿解。御協力を賜わりますようお願い

いたします。

水八庇乍ら会員の皆様に，水野光縦によろし

くお仏えドさい。

‘氾念品ｲj難うございました。 ノkく愛用させ

ていただきます。

ガバナー奥洋俊一

一ボウリング大会

優勝の久保田君

く男 性 賞＞
NAME 1G 2G

久保III 皓 104 199

成l1l 良治 134 156
↑郷]： 我春 146 114
秋1 1 1 茂則 94 72

R

優勝
2位

3位
B・B

合言’
303

290

260

166

一

…
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優勝の杉山友子さん左と杉山夫人

く女 性 賞＞

R NAME 1G 2G 合計
優勝杉II1 友r 178 97 275

2付： 杉III 文子 115 147 262
3位浜I I 仁美 133 101 234
B.B.樅野災枝子 55 81 136

＜小・中学生賞＞

R NAME 1G 2G 介,汁
優勝成III 真吾 107 1()3 210
2位浜1 1 頁ｲj lOO 94 194
3位 ｜公A'il l ljEja 81 96 177

＜家 族 賞＞
R NAME 合嚴l･
優勝 杉i l l ｣'1男一家 537
2位 久保lLl mlf一家 537
3位 成l l l 良治一家 500

◇次回例会(10ﾉj251-I)

描油 “知られざるアメリカ”

ロングビーチ禅センター袖稚押､脚＃｜
そう8らふ

松岡操雄氏

（細介荷杉III")

◇次々回例会（11几1日）

識波 “ロータリー奨学金と私の留､j4生活”
米ll l奨学生劉突煥君

型里

…

例会終了後，会員21名・家族30禽の参加の

もとにボウリング大会が|淵かれた。倒れたピ
ンの数ばともかくとして竹内公膣の椛麗なる

始球式でスタートを切り，余興がifだくで奮

闘していた。成絞は下‘記の通り。
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