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例会開始前の握手会 

司会進行 馬場知行 SAA 

 

ロータリーソング斉唱 

ロータリーソング 奉仕の理想 

 

四つのテスト唱和 柿沼洋一 会員 

 

会長挨拶   坂口正城 会長 

皆さまこんにちは。今月は

皆さまにおかれましても新年

会が目白押しだと思いますが、

私もご多分に漏れず、今まで

に五つの新年会に参加して

きました。残すはＪＣの賀詞交

例 会 次 第 

司会 馬場知行 SAA 

点鐘 
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 木下純一 会員 

会長挨拶 坂口正城 会長 

幹事報告 田邊 聖 幹事 

会員からのお知らせ 

・・ 竹内幾也 会員 

・・ 成田志津子 会員 

会員卓話 

・・ 寺西修身会員 

出席報告 成田志津子 委員長 

スマイル報告 井上脩士 副 SAA 
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歓会のみとなりました。先週行われました商工

会の賀詞交歓会は、市内五つの団体の合同の

ものでした。鴻巣市商工会、上尾法人会鴻巣支

部、鴻巣奉仕会、上尾間税会鴻巣支部、鴻巣

市青色申告会です。参加者の名簿には市内で

は有名な方が載っていました。我がクラブに入

会していただきたい方ばかりで、何か良い手段

はないかと思案いたしましたが、私では力不足

のようですので、先輩方のお力添えで入会して

いただければとても素晴らしいことになると思い

ました。花卉組合の新年会には原口市長をはじ

め、県議、花卉関係の県職員が参加していまし

た。そこで言われたことは、販路の拡大というこ

とです。現在国内には１０の花卉市場があると聞

いております。もっとも元気なところは愛知県の

豊明市場だそうです。鴻巣の市場は年商１４０

億円が想定されているにも関わらず、現在７０億

円だそうですので、苦戦ぶりがわかります。東京

オリンピック、パラリンピックや花博、ラグビーワ

ールドカップ開催に向け、販路の拡大を図って

いるそうです。今日も最後までよろしくお願いた

します。 

幹事報告  田邊 聖 幹事 

1. 1月 1１日（木）18時 30分よ

り第 2回ふれあい鴻巣ウォ

ーキングの実行委員会が

鴻巣市福祉センターで開

催されました。 

2. 1月 31日（水）18時 30分よ

り新入会員・事務局員歓迎会をゆき寿司に

て行います。大多くの皆さまのご参加をお

願いたします。 

3. 2 月 9 日（水）第 8 回会長・幹事会が桶川の

松美家にて開催されます。 

4. 2月15日（木）2017－18年度のＩＭが桶川市

民ホールで開催されます。会長による事業

紹介も予定さされています。改めてご案内

いたしますが、皆さまのご出席をお願いい

たします。 

会員からのお知らせ 

バレー公演「くるみ割り人形からの贈り物」への

参加、協賛について 

竹内幾也 会員 

 鴻巣市人形町出身で性同

一性障害のハンデを乗り越え

てプロバレーダンサーになり

男だけのバレー「トロカデロ」

の一員として世界で活躍した

名取君が平成 30 年 3 月 31

日（土）、4 月 1 日（日）に鴻巣凱旋公演を行うこ

とになりました。 

当日は満席での講演を考えていますので、ご家

族など多数誘っていらしてください。 

 

「第 22回こうのす男女共同のつどい」の案内 

成田志津子 会員 
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会員卓話 

ボウリングの基礎知識 

1． 歴史 

紀元前 5000 年頃～宗教

儀式として古代エジプトより

発掘（木製） 

現在の原型～マルチン・

ルター（宗教改革）当時は 9本ピン（菱形） 

日本での最初～約 160 年前：1861 年 6 月

22 日オランダ人（長崎 出島）社交サロン、坂

本龍馬が日本最初のプレイ～ボウリングの日 

普及～戦後 1952 年東京ボウリングセンタ

ー開場（手動式 ピンボーイ）。進駐軍の基地

内にもボウリング場有り（10ピン式） 

1967 年に日本プロボウリング協会（JPBA）

設立 男子 8名から 

1969 年から女子プロ１３名誕生（中山律子、

須田佳代子） 

1970 年代～ボウリングブーム到来、全国に

3500以上のボウリング場開設 

1980年代～スコアも全自動化、手書き不要 

バブル崩壊とともにブーム下火、ボウリング

場の閉鎖多数、耐震問題、ラウンドワン 

最近は若者、年配者（定年以降の気軽なス

ポーツ）に人気有り、P リーグ、女子 P 

2． 道具の発達 

ボウル：最初は木製～エボナイト～エポキシ

～ポリエステル～ウレタン 

重量 4～16ポンド（7.25㎏）、直径 21.8㎝ 

ハウスボール（コア無し）、マイボール（異

型コア、3重構造） 

ピン：現在も木製、表面は強化プラ、中は空

洞有り、1.6㎏ 

長さ38.1㎝、最大径12.1㎝、赤ピン、青ピ

ン 

レーン：最初は木製（メイプル、パイン）、最近

は硬質プラスチック 

幅 1066㎜（39 インチ・1 インチ幅×39枚）、

スパット ▲  

ファールライン～ヘッドピンまで 18.29ｍ

（60ft） 

オイル：レーン保護と曲がり抑制のため塗布。

塗り方、幅、長さの工夫 

ショート（33以下）、ミドル（33～43）、ロング

（48） 

シューズ：ハウスシューズ（両足すべり止め無

し） 

マイシューズ（片足すべり止め付き、アプ

ローチに対応） 

3． ゲーム、プロとアマ 

1G～10 フレーム、最高 300 点 ストライ

ク、スペア、オープン 

ハンデ～年齢、性別ハンデ有り 

男子プロ～約 1000人（昨年度トップ 川

添将太 P、3冠） 

女子プロ～約 350 人 （昨年度トップ 

松永裕美 P、3冠） 

プロアマオープン大会とプロだけの大

会（全日本 P） シードプロ 

出席報告 成田志津子 委員長 

 

 本日 修正 

 1月 17日 1月 10日 12月 31日 

 1226回 1225回 1224回 

 通常例会 通常例会 年越例会 

会 員 数 35 35 33 

出 席 数 22 26  

欠 席 数 13 9  

例会出席率 62.86% 74.28% % 

Ｍ Ｕ 数    

合計出席数 22 26  

出 席 率 62.86% 74.28% 100.00% 
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スマイル報告  井上脩士 副 SAA 

 
 

 

前回までの合計 434,118 円

本 日 の 合 計 31,000 円

次回繰越金合計 465,118 円  

 

 

今後の予定 

 

 

個人スマイル 

竹内幾也 会員・・・昨年、欠席が多く申し訳ありません 

スマイル 1  宮内会員のお母様に心よりお悔やみ申し上

げます。 

津田健三会員・小林忠司会員・宮城 仁会員・小畑正勝

会員・加藤 勉会員・寺澤銀三会員・馬場知行会員・山

口光男会員・間室照雄会員・松本安永会員・井上脩士

会員・大澤二三夫会員・石井英男会員・柿沼洋一会員・

坂口正城会員・宮坂良介会員・田邊 聖会員・寺西修身

会員・成田志津子会員・細野潤一会員・松村豪一会員 

1月 24日

（水） 

第 1227回通常例会 

外来卓話：鴻巣市立赤見台中

学校 校長 新井裕則様 

1月 31日

（水） 

第 1228回通常例会 

会員卓話：細野潤一会員 

2月 7日

（水） 

第 1229回通常例会 

結婚・誕生祝い 

会員卓話：蓮江郁夫会員 

広報・雑誌 

花チャリティ 

2月 14日

（水） 
振替休会 

2月 15日

（木） 

第 1230回移動例会 

第 5G IM 

2月 21日

（水） 

第 1231回通常例会 

会員卓話：木下純一会員 

2月 28日

（水） 

第 1228回通常例会 

会員卓話：間室照雄会員 

3月 7日

（水） 

第 1233回通常例会 

結婚・誕生祝い 

外来卓話：鴻巣市長 原口和

久様 

広報・雑誌 

花チャリティ 

3月 14日

（水） 

第 1234回移動例会の 

振替休会 

3月 21日

（水） 
法定休会（春分の日） 

3月 23日

（金） 

第 1234回移動例会 

4RC合同例会 

鴻巣 RC主管 

3月 28日

（水） 

第 1235回移動例会 

献血例会 

鴻巣市総合福祉センター 

クラブ会報委員会 

委員長 松本安永    副委員長 朝見卓也 

委 員 木下純一  青木日出光 


