
1992.1
                                   ＧＲＡニュ－ス
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皆さん　あけましておめでとうございます。
去年はＧＲＡ発足の年でいろいろとあったけど、今年も
目一杯に盛り上げていくので、宜しくお願い致します。
さて今年の活動の第一弾、新年会の案内から。
１月１８日（土）午後７時より梅田で新年会を行う。そ
こらの中華料理屋では作ってないような本場・四川料理
の数々を、なんとバイキング方式で食べ放題の飲み放題。
これでうれしい新年料金3,800円。是非、皆な来てくれ！
一周年をみんなで祝おう。ただ、その会場は９時までで
予約が必要だ。そこのところをヨロシク。

次は走り初めの連絡だ。うれしいことに今年も大阪自動
車学校が借りられる見込みがたち、１月１９日（日）に
は早速今年一番に走り初めをするからみんな来てくれ！
時間はいつもの通りに朝８時３０分に受け付け開始で、
いつもよりは走る時間をふやして走る！その理由は簡単、
だって止まっていると寒いから。もちろん簡単なレッス
ンとゲ－ムはする予定で、走った後で初めての全員ミ－
ティングもする予定。こちらは予約の必要無いけど、で
きれば予定でも聞かせてくれ！僕も年末なんか忙しくて
連絡遅くなったけど、このハガキを目にしたらすぐに連
絡しておくれ。熱い返事を首を長くして待っているから！

 お問い合わせ・予約は (TEL ﾏﾀﾊ ｵﾊｶﾞｷﾆﾃｳｹﾂｹﾏｽ )
 　　651 神戸市中央区旗塚通り２－２－１０
               ＧＲＡ代表   小林　裕之
           自宅 078-241-1747　(PM 12:00 迄 OK!)
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１．新年会には          ａ．参加する

                        ｂ．参加できない

２．走り初めには        ａ．参加する予定

                        ｂ．参加できない予定

●　氏　名        �#@
　�#@　�#@　�#@　�#@　�#@　�#@　�#@　�#@　�#@　�#@　�#@　�#@　�#@　�#@　

３．通信欄

PS.新年会参加者ニハ後日開催場所ノ連絡ヲシマス�
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５月!! Ｍａｙ． 目にも鮮やかな新緑
フレッシュ社員のあなた．とらば－ゆしようとしている
そこの人も、Ｌet's ｇo！　愛車のエンジンをかけて、
お気に入りのジャンパ－に袖を通して、さあ大阪自動車
学校へ。
超初心者も、ベテランライダ－も、この上ない一日にな
ることは絶対に保証！！
というわけで、下記の要領でジムカ－ナレッスンを開催。
　　　　　　　　　　　　　   　　　           
日時：   ’９２年　５月１７日（日）　雨天決行
　       　　受付　AM 8:30 ~ 9:00 　 時間厳守
 　　　　　　終了  PM 4:00 
会場：    大阪自動車学校
                大阪市鶴見区鶴見５－３－１０
          　 （内環状線鶴見緑地入口交差点角）
参加費：  ３，０００円 （保険込み・昼食代別500円）
車　両：　みんなの乗って来る愛車
コ－ス：  初心者からエキスパ－トまでテクニックに
　　　　　合わせたレッスンコ－スを用意。
その他：  印鑑、健康保険証、運転免許証を持参  又
          ライディングにふさわしい服装、装備の事
主　催： ヤナギモ－タ－ス ，　企画・運営： ＧＲＡ

追伸ﾆｭ-ｽ　4/19　関東大会結果  小林氏　Ｅｸﾗｽ　優勝
                              堀越氏  C2ｸﾗｽ  優勝

　連絡先　  651 神戸市中央区旗塚通り２－２－１０
  　             ＧＲＡ事務局 　  小林　裕之
    　             TEL  ０７８－２４１－１７４７
�
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             　       　　  ＧＲＡイベントのご案内
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ライダ－にとっては一番イヤな季節になりました。
いつもの年なら体にもバイクにもカビのはえそうな時期
ですね。でも、今年の梅雨は陽性みたい。晴れの日も多
くレジャ－を充分に楽しめそう。
そんな訳でＧＲＡが企画した２大イベントのお知らせ�# ！
大きな目も小さな目も、よ－く開いて見てね。
どちらとも予約が必要だから、そこんところもヨロシク。

ＧＲＡボ－リング大会　【6/28　PM3:30～5:30】
　　　　　　開催場所は大阪・梅田の桜橋ボウル
　　　　　　参加費用は一人2,000円、２次会もあり！
　　　　　　予約は6/21迄に越賀　信行　迄
                      TEL･FAX 06-584-6475 

第３回ＧＲＡジムカ－ナパ－ティ 【7/19　AM8:30～】   
          　いよいよお楽しみのパ－テイ－を開催！
　　　　　　場所はいつもの大阪自動車学校、詳しくは
　　　　　　後日改めて連絡します。お楽しみに!!

［他・ﾆｭ-ｽ］
    ☆　山口　初行・貴子夫妻に第２子誕生（男児）
        名前は長男：ケニイに続き『レイニ』と命名！
　  ★  田中　豊一君のゼファ－(750)が行方不明に．
        尼崎の会社の前から．ﾅﾝﾊﾞ-は「神戸つ･3865」
　　　　見掛けた人は警察と本人へTEL 0727-79-3463

 お問い合わせ・予約は (TEL ﾏﾀﾊ ｵﾊｶﾞｷﾆﾃｳｹﾂｹﾏｽ )
 　　651 神戸市中央区旗塚通り２－２－１０
               ＧＲＡ代表   小林　裕之
           自宅 078-241-1747　(PM 12:00 迄 OK!)
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今回のパ－ティは本当に驚きました。
参加人数が今迄で最高だったし、遠くからの参加も多く関東から
９名もの方が来てくれたし、たくさんの新しい人達とも出会えた
し、こみいったコ－スなのにミスコ－スも少なかったし、今回特
設”半導体セクション”でも思った程に転倒車も少なかったし、
スタッフ分担も臨機応変・自発的に参加してもらえた事なんか、
全てとてもうれしい事ばかり。その上、走れないのに会場設営の
為に朝早くから駆けつけてくた伊集院君、知らない内に撮影用の
プラカ－ド(？)を作って大活躍の三好さん、自分は走らないのに
光電管を東京から持参してタイム測定役を一日中してくれた二輪
車安全振興会の山田さん、そして様々の準備を前もってこなして
くれたメインスタッフと休む時間もそこそこに仕事をこなしてく
れたスタッフの人達、本当にありがとう！ごくろうさまでした。
そして無事にパ－ティが終った時、”少し疲れたけど楽しかった
ナ”っていう気持ちをみんなが強く共有してたと感じた。それが
今回の一番の驚きと感激でした。
これからもみんなで一緒になってこの素敵な『あそび』を続けて
いきましょ！　思い出になるパ－ティの写真は、パ－ティ後記と
一緒に２～３週間後に届けますのでお楽しみに！
 
《お知らせ》
◇今回のﾊﾟ-ﾃｨの記事が「ﾚﾃﾞｨ-ｽﾊﾞｲｸ」誌･12月24日発売号,「
  U-BIKE」誌･1月7日発売号に各１ﾍﾟ-ｼﾞづつ掲載されます。注目!
◇鈴鹿ｻ-ｷｯﾄ合宿ﾚｯｽﾝ参加予約者はｻ-ｷｯﾄﾗﾝﾄﾞの交通教育ｾﾝﾀ-で
　12月12日AM10:00～10:30に受付を終了させて下さい。
◇12/13に徳島市でﾎﾝﾀﾞ主催のｼﾞﾑｶ-ﾅ･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙが開催されます。
　希望者は12/9までにﾎﾝﾀﾞ二輪四国徳島へTEL 0886-63-4377 
◇忘年会は12/20(日)PM6:00より大阪･梅田･ﾆｭ-弁天のてっちり
　料理､一人3,000円･追加ﾄﾞﾘﾝｸ別料金、申込みは12/13までに
　越賀(ｺｼｶﾞ)君までTEL or FAX 06-584-6475  人数制限有り
◇来年のｽｹｼﾞｭ-ﾙは1月に1/17と1/31の2回を予定しています。
  ぜんざいorおしるこ付き?　詳しくは後日連絡します。
　
 お問い合わせは (TEL ﾏﾀﾊ ｵﾊｶﾞｷﾆﾃｳｹﾂｹﾏｽ )
 　　651 神戸市中央区旗塚通り２－２－１０
             　　　　　　  ＧＲＡ代表   小林　裕之
           自宅 078-241-1747　(PM 12:00 迄 OK!)
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