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SERVE TO CHANGE LIVES                 地区スローガン Love Other Spirit 

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために        〜繋ごう次世代へ 夢ある未来に向けて〜 

製作◇広報・会報委員会 多部田恵子 廣瀬修一 大岩將道 宮内秀章◇ 

 

今週のプログラム 
オンライン例会 

「ハワイの伝承文化 フラダンスとは？」 

多部田 恵子会員 

前回オンライン例会報告（９月２２日） 

点 鐘： 石毛 充会長 

ロータリーソング：我等の生業 

ビジターなし 

会長挨拶 

皆さんこんにちは。本日もオンラインでの例

会とさせていただきます。 

始めに、昨夜は中秋の名月でした。８年ぶりに、

中秋の名月と満月の日が重なり、綺麗なお月様

が見ることができました。また、稲刈りも終わ

り、里山や田んぼのあぜ道には彼岸花が咲きほ

こっています。「暑さ寒さも彼岸まで」とよく言

いますが、昼はセミの声でにぎにぎしく、夜はコ

オロギの声で秋を感じ、昼夜の季節が入れ替わ

る日々が続いています。寒暖の差も大きいです

ので、くれぐれも御自愛ください。 

先週は石川県能登地方で震度５弱の地震、鹿児

島県諏訪之瀬島での噴火、統計史上初めて九州、

福岡県に上陸した台風１４号、と自然現象が

続々と起きています。 

「天災は忘れた頃にやって来る」と言われてい

ますが、最近は「忘れる暇もない」くらい災害が

起こるようになってきました。私たちは日頃か

ら自然災害に対し、確実な情報収集と備えの意

識を強く持ちたいと考えます。 

現在コロナ感染拡大により緊急事態宣言が発令

中です。最近は予防対策も意識が低くなってき

た気がします。ワクチン接種も進んではいます

が、改めて感染予防に対する意識を高めて参り

たいと思います。 

さて、本日までの活動報告をさせて頂きます。 

始めに、市内小中学校「科学作品展」例年なら大

勢の市民が観覧に訪れ賑やかな雰囲気のはずで

すが、コロナ禍の中今回は表彰式のみ行われま

した。今年の銚子ロータリークラブ賞は、明神小

５年生。題して「パーフェクトを狙え、的当てゲ

ーム」電磁石を利用してくす玉を割る作品でし

た。また、銚子３中２年生「視覚の検証実験」 

色の持つ印象によって、何か傾向はないかを調

査し結果をまとめた科学論文でした。皆さん夏

休み中に一生懸命取り組んだ素晴らしい作品だ

と感激いたしました。 

１７日には、秋の交通安全運動出発式が行われ、

わがクラブより金島弘会員が交通安全功労者と

して受賞されました。 

本日は、朝からの雨も止み少し汗ばむ中、駅前花

壇の花植えを『あおぞらみさき』様にお願いし終

了いたしました。今回はコロナ感染予防対策と

して会長幹事だけで立ち会いました。『あおぞら

みさき』の皆さんのおかげで花植えが終わり、綺

麗な花が咲いています。会員の皆さん近くを通

りましたら寄ってご覧くださいね。 

最後になります

が、緊急事態宣言

が今月末に解除

になるとの報道

がされているよ

うです。来月から

例会場で開催す

ることができる

と嬉しいです。会

員皆様とお会い

できる日を楽し

みにしています。 
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幹事報告 

1. 世界ポリオデー・ウォークラリープロジェク

トについて 

2. 地区大会参加要請の変更ご案内 

3. ロータリーの友購読数について 

4. フェローシップ親睦活動委員会よりご案内 

5. 「世界ポリオデートレインジャック」 

プロジェクトについて 

…ガバナー事務所 

【例会変更】 

銚子東ＲＣ 

９月２８日(火)定款第７条第１節（ｄ）により休会 

新型コロナウイルス感染拡大防止 

 

 

会員の記念日 

結婚記念日 松本恭一会員(9月 19日) 

 

ニコニコＢＯＸ 

✧金島 弘会員 

皆様のおかげで交通安全功

労者賞をいただく事が出来

ました。ありがとうござい

ました。 

 

 

 

卓  話  

「お金のはなし」  常世田 祐一会員 

「お金のはなし」として、富本銭や和同開珎か

ら金銀大判・小判等お金の歴史について話そう

と思いましたが、コロナによるオンライン例会

等、時間短縮もあり、現在の貨幣について話させ

ていただきます。 

日本の硬貨の製造原価(推計)は、テレビＣＭ

で聞いた方もいらっしゃると思いますが、1円玉

が約 3 円、5 円玉が約 10 円、10 円玉が約 13 円

かかっており、発行するほど赤字になりますが、

100円玉は約 15円、500円玉は約 20円となって

いますし、紙幣まで考えれば問題はないと思い

ます。 

今年は、近代通貨制度 150 周年にあたり、記

念貨幣の一万円金貨幣が、通信販売され、純金製

15.6グラム、いくらで販売されたと思いますか。

金の相場は 9/21現在グラム約 66,900円 15.6グ

ラムですと 107,000 円程ですが、1 万円硬貨が

なんと、145,000円です。素材に貴金属を使用し

特殊な技術を用いて製造され額面価格を上回る、

プレミアム型の記念貨幣となっています。また、

造幣局は貨幣(外国貨幣を含む)の製造のほか、

時代の要請にこたえ勲章・褒章及び金属工芸品

等の製造、地金・鉱物の分析及び試験、貴金属の

精製、貴金属製品の品位証明（ホールマーク）な

どの事業を行っています。 

紙幣については、国立印刷局で、決済システム

の中で重要な役割を果たしている日本銀行券を

始め、法令等の政府情報の公的な伝達手段であ

る官報、旅券、郵便切手、証券類など、国民生活

に密着した公共性の高い製品を製造しています。 

話は変わりますが、米国においては、上場会社

の暗号資産(仮想通貨)当局は、仮想通貨を暗号

資産という呼び方に問う位置しています。仮想

通貨交換業大手のコインベースが、仮想通貨の

融資サービス導入を発表。顧客が同社を通じて、

価格が米ドルに連動したステーブルコインを別

の顧客に貸出、年 4％の利回りが得られる仕組み

ですが、当局から有価証券としての認可を取得

しないまま取り扱いを始めれば提訴するとされ、

仮想通貨と有価証券との線引きを巡る議論は続

いています。 

日本では、日本銀行が今年 4 月「中央銀行デ

ジタル通貨」として、新たな形態の電子的な中央

銀行マネーのシステム上での発行とやり取りを

する実証実験を始め、制度設計の検討を深めて

いくとしており、欧州中央銀行も今年 7 月にデ

ジタルユーロの発行に向け本格的な準備を始め

ると発表しています。2 年で調査し、2026 年以

降発行とみられます。中米エルサルバトルでは、

今年 9 月に暗号資産(仮想通貨)のビットコイン

を世界で初めて法定通貨として定めました。ビ

ットコインは、裏付けがなく、相場で変動します

ので、トラブルが多発しているようです。 

ビットコインといえば、米テスラは今年 2 月

に 15 億ドル（約 1600 億円）相当のビットコイ

ン購入と自社製品ＥＶの支払いでのビットコイ

ン受入開始を明らかにしましたが、その後大量

の電力消費を化石燃料でまかなうビットコイン



−3− 

による環境負荷を懸念し、5月受入を停止しまし

た。6 月、「マイニング(採掘)」と呼ばれる暗号

資産（仮想通貨）の計算作業で使われる電力の

50％がクリーンエネルギー由来であると確認さ

れれば、ビットコインによるＥＶなどの購入手

続きを再開すると表明しています。 

お金のデジタル化は、利便性およびイノベー

ションの促進により進展していくと予想されま

す。 

先日の理事会において、職業奉仕佐藤委員長

より、会員による「自分の職業について」の卓話

を活動計画としていることより、例会運営委員

会との連携要望がございました。 

職業奉仕として、私は 3 年前の自己紹介卓話

で、当組合の経営理念は「地域社会の幸せづくり

に奉仕する」ことですと話させていただきまし

た。 

平成 28 年 2 月に策定した中長期ビジョン(5

年～10年後のあるべき姿)として、 ～地域とと

もにさらなる成長への挑戦～ 「地域の可能性と

当組合の強みを生かした活動により、お客様や

地域の発展を実現する お客様に喜ばれ・選ばれ

る金融機関」を目指すに基づき、今期は中期経営

計画(3年計画)の初年度であり、経営理念に共感

する職員育成、職員が働く喜びを実感できる職

場づくりに向け、3年間をかけ、経営理念である

「地域社会の幸せづくりに奉仕する」という価

値感を職員ひとり一人と共有することに取り組

む施策を掲げ、活動しています。 

会場参加 11 名 オンライン参加 13 名 

【出席報告】  

オンライン例会 出席率 １００％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｍ Ｕ】  

9/22駅前花植え 石毛君・大岩君・須永君 

9/25奉仕プロジェクトセミナー石毛君・寺内君 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【私の一言】       会員 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 3,000 計 ￥106,000 

スモールコイン ￥  ― 計 ￥  5,300 

米山 BOX ￥  ― 計 ￥  5,000 

希望の風 ￥  ― 計 ￥ 20,000 

次週（１０月６日）プログラム 

「米山奨学生卓話」 

米山奨学生  

ﾊﾞﾝﾀﾞｰﾗﾅｰﾔｶ ｼｮﾊｰﾝ ﾏﾙｳｨﾝﾀﾞﾔｽ様 

 

お弁当：膳 (幕の内・お持ち帰りも可) 

                     

１０月通常例会開催のお知らせ 

次週１０月６日例会より通常例会を再開いた

します。 

お弁当の手配がございますので、欠席される

場合は、前日(火)までに事務局 23-0750 へ 

ご連絡下さい。 
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【ｸﾗﾌﾞ研修･情報委員会からのお知らせ】 

クラブ研修・情報委員会 

＝ガバナーノミニー・デジグネートの公表＝ 

国際ロータリー第 2790 地区 

2024-25 年度ガバナーに選出されました。 

2021 年 9 月 8日 

寒
かん

郡
ごおり

 茂樹
し げ き

 氏 

所属  

富里ロータリークラブ 

ロータリー歴 

2008 年富里 RC 入会 

2011-12 クラブ幹事 

2013-14 クラブ会長 

2019-20 第 10G ＡＧ 

2020-21  

Festive Year 委員長 

2021-22  

地区ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長 

 

事業所   ジャパンホートビジネス株式会社 

職業分類 貿易商社 

                            

ガバナーノミニー・デジグネートについては、 

「国際ロータリー細則第 1２条」 

手続要覧 32 ページをご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域・環境保全委員会報告】 

9 月 22 日(水)10 時半より、銚子駅前ロータリー

花壇の花植えを実施しました。今回は、緊急事態

宣言中、新型コロナ感染拡大防止の為、クラブか

ら会長・幹事のみ参加といたしました。 

 

 

 

 

 

 


