
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【幹事報告】  依田 晋一 幹事 

1．RI 会長ゲイリーC．K．ホァンご夫妻をお迎えして「ジャ

パン・ロータリーデーⅡin 東京」開催案内 

  日 時 2 月 4 日（水） 

  場 所 ホテル グランパシフィック LE DAIBA 

  登録料 17,000 円 

2．木曽ＲＣより南木曽町豪雨災害義捐金の礼状 

   第 2600 地区 災害対策義捐金基金より拠出 

3．飯田ＲＣより「第 26 回ＲＹＫＡ」開催礼状 

4．佐久ｺｽﾓｽＲＣ・蓼科ＲＣより「東信第一グループ親睦ゴ

ルフ大会」、礼状 

5．東信第一グループ、長岡秀秋ガバナー補佐より 

  ・第 2 回会長・幹事会開催について 

    日時 12 月 5 日（金）16：30～ 

    場所 日本料理 音羽 

  ・東信第一グループ合同「新入会員セミナー」開催につ

いて 

    日時 12 月 5 日（金）17：30～19：00 

    場所 日本料理 音羽 

    会費 5,000 円 

    セミナー １．ロータリー情報・研修  

「今日からロータリアン」 

           講師 直前ガバナー補佐 高木智彦氏 

         ２．会員卓話 「スーパーは何を売るか」 

           講師 2010～2011 ガバナー補佐  

掛川興太郎氏 

    出席対象者 入会 5 年以内会員・会員関係委員会

委員・会長・幹事 

6．小諸高校より第 20 回定期演奏会開催について 

   日時 11 月 2 日（日）開場 13：00 開演 13：30 

   会場 小諸市文化会館 

   日時 11 月 3 日（月）開場 13：00 開演 13：30 

   会場 ホクト文化ホール・大ホール 

 

◆点鐘 渡辺 文夫 会長 

◆SAA 黒澤 明男 委員 

◆ソング 奉仕の理想 

 

【会長挨拶】  渡辺 文夫 会長 

 本日の卓話は、青松英和会員です。大変ご苦労様で

す。どんなお話か御期待いたします。 

先週の 10 月 7 日、日本中を元気づけるニュ－スが

舞い込んできました。それはノ－ベル物理学賞です。

授賞３名の先生は、鹿児島県出身で、京都大学卒業

の名古屋にある名城大学教授の赤松勇教授、８５歳。 

静岡県出身で、名古屋大学大学院教授の天野浩教授 

５４歳。愛媛県出身で、カルフォルニア大学サンタバ－

バラ校教授の中村修二教授、６０歳です。 

20 世紀の開発は無理とさえ言われた、青色 LED の

開発に取り組み、当時、結晶の素材として見向きもされ

なかった「窒化ガリウム」に注目し、赤松教授と天野教

授、６１年青い光を出すのに必要な「窒化ガリウム」の

結晶化に、世界で初めて成功。 中村修二教授は、平

成５年、独自で開発した装置を使って、極めて明るい青

色 LED の開発に成功し、３人の成功によって、以前に

出来ていた赤、緑に青色 LED を組み合わせることによ

って、あらゆる色が出せる様になったことは、省エネ・

地球温暖化防止と世界の人々への貢献につながるこ

ととなりました。 

日本人のノ－ベル賞受賞は、山中信弥教授に続い

て、計２２名で物理学賞は合わせて１０名となります。

共に、人の役に立ちたいとの一心で、研究を続けたそ

うです。 

以上会長挨拶です。ありがとうございました。 

 

 

 

◆会 長 / 渡辺 文夫    ◆副 会 長 / 渡辺 頼雄 

◆幹 事 / 依田 晋一    ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 清水 泰男 

◆例会日/週火曜日 12：30～13：30  ◆例会場/小諸市鶴巻 音羽 

◆事務局/〒384-0025  長野県小諸市相生町 1-2-12 エイワンビル 2 階 

NO．１２４９  平成２６年１０月１４日 
 



7．例会変更 

上田六文銭ＲＣ 10 月 21 日（火）   定刻受付なし 

10 月 28 日（火）   定刻受付あり 

   上田東ＲＣ    10 月 29 日（水）   定刻受付あり 

              11 月 26 日（水）  定刻受付あり 

8．週報 

   小諸、南佐久、上田ＲＣ 

・例会終了後理事会 

【本日の配布物】 

週報 1248 号、ロータリーの友 10 月号、東信第一グループ 

合同「新入会員セミナー」開催案内 

 

 

 

 

◆出席報告   

 

 

 

 

 

 

◆ニコ BOX  小林 秋生 委員 

 

 

 

 

 

 

  

 

【本日のプログラム】   「パチンコ産業の歴史と今後の展望」  青松 英和会員  

        

  

【出席報告】  中河 邦忠 委員 

 会員数 出席 M・U 欠席 出席率 

本 日  １０月１４日 ２１名 １８名 事前１名 ３名 ８４.２１％ 

前々回  ９月３０日 ２２名 ２０名 事後０名 ２名 ８５.７１％ 

青松 英和君 卓話、宜しくお願いします。 

前田 博志君 青松さん、楽しみにしています。 

小林 秋生君 
ニコＢＯＸ、大勢のご協力有難う

ございました。 

橋詰 希望君 
青松様、卓話楽しみにしていま

す。 

黒澤 明男君 
青松会員の卓話、楽しみにしていま

す。 

湯本 敏晴君 ラッキー賞、有難うございました。 

渡辺 文夫君 
青松様、卓話宜しくお願い致しま

す。 

小山 盛夫君 職業奉仕の為、早退します。 

次週のプログラム  ： 

10 月 21 日  合同夜間例会・ゴルフ 

次々週のプログラム： 

10 月 28 日   職 場 例 会  「小 諸 倉 庫 ㈱」 

 

◆ラッキー賞 

 ＮＯ．６   湯本 敏晴君 

 

◆委員会報告 

奉仕プロジェクト委員会  矢島栄一委員長 

・10 月 28 日職場例会「小諸倉庫㈱」 

・ロータリーの友紹介 

１：パチンコ式遊技機の起源  

  １９世紀のヨーロッパの貴族階級を中心に流行したゲーム機が起源 

  日本における発祥については諸説あるが日本固有の遊技機として誕

生して 

大正時代末期に露店や縁日で子供が遊ぶものとして登場 

  戦時中完全に姿を消した（金属類回収令、企業整備令） 

  戦後関西を発信地として露天商によって全国に広まる 

 



２：何故パチンコは盛んになったのか 

   戦後の物資不足（特にキャラメル、チョコレートといった菓子類や砂糖、たばこ）の時代、景品として豊富に提供された 

   昭和２３年風俗営業等取締法の施行でそれまで特定の地域でしか認められなかった営業が全国どこでも営業許可が

得られるようになった 

 昭和２８年娯楽施設利用税（国税）が新設されたが平成元年の消費税導入を以て廃止された 

   昭和２５年の朝鮮戦争勃発を契機に日本国内は復興景気に沸き始める 

   その前年昭和２４年に「正村ゲージ」（現在の遊技機の釘の配列の原型）が開発され開発者の正村竹一氏は業界発展

の為特許を取得せず広く公開した 

   この「正村ゲージ」の開発によってパチンコの遊技性は飛躍的に向上して 

    「第一期黄金時代」が到来した 

３：連発式遊技機の禁止と暴力団問題 

   連発式遊技機の高まりすぎた射幸性が社会問題化して一時はパチンコそのものの全面禁止も検討されたがしかしパチ

ンコの持つ娯楽性は当時の低賃金長時間労働の生活にあえぐ庶民の唯一のストレス発散の場、リクレーションとの評

価もあり連発式遊技機の禁止のみに留まった（全国約４００００店が約８０００店に減少） 

    昭和３０年代から始まった業界への暴力団関与（場所代や用心棒料といった不当要求）問題は業界の死命を制する長

年の懸案であったがようやく平成４年の暴力団対策法の施行によって大きく改善された 

４：不正防止の自動機器の開発は他産業に比していち早くスタートした 

   業界の拡大（家族経営から企業経営へ）が不正行為増加の原因 

５：昭和３５年チューリップ機の開発が連発式遊技機禁止後低迷していた業界の息を吹き返らす 

  「第２期黄金時代」の到来 

６：昭和５５年「フィーバー機」（セブン機）が開発された 

   日本はバブル景気に沸き、業界も「第３期黄金時代」を迎えた 

７：昭和６０年新しいタイプの遊技機として「パチスロ機」が登場した 

８：何故パチンコ産業が他産業に比して長寿命を保って来たのか 

    絶え間ない改善の努力 

    不正防止機器の開発 

    イス席の導入…長時間遊戯が可能 

    電動式ハンドルの開発…遊技の容易性…女性客の増加 

    印象の良い清潔な店舗作り、徹底した従業員教育 

人間が本来持っている射幸心を適度に満たす遊技機の開発 

毎日遊技することが可能なシステムの構築 

ピーク時、遊技人口３０００万人売上３０兆円 

９：今後の課題 

   日本のバブル崩壊とともに業界も長期低迷期に入った 

   店舗数も約１８５００店から約１１０００店に減少 

   バブル期に定着した業界の高コスト体質（店舗作り、遊技機価格）を時代に合わせて転換する必要がある 

   産業規模の小さい業界はなんでも割高の面を見直す必要 

   遊技料金の高額化（以前はその時代の日当分が一日の遊技料金の目安）を是正する方策が必要とされる 

   ＩＴ技術の進歩による遊技の多様化（例えばスマホのゲーム等）への対策 

   現在遊技人口は１０００万人を切る状態になっている 

 

この産業が生き残るには「遊技の低コスト化」により「身近で手軽な大衆娯楽」の原点に戻ること以外にない 

 


