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第２８９３回例会 ２０２３年 ３月 ２０日

・普通例会

司 会
斉 唱
本 日 の 出 席
本 日 の 欠 席

メークアップ
ビ ジ タ ー
ゲ ス ト
ニコニコBOX

神田英一 会場監督
我らの生業
会員 43人中 出席者 31人 出席率 72.09％
榎本實男・大江智宣・加藤博・國森和麿・鈴木勉・田中道也・谷温恵・奈良康弘

水田孝志・宮崎隆雄・山本政史・前田孝幸

累計 216,000円

● 3月 6日(月) 普通例会・理事会

● 3月13日(月) 普通例会

● 3月20日(月) 普通例会

● 3月27日(月) 夜間例会 ファミリ－パ－ティ

● 4月 3日(月) 普通例会・理事会

● 4月10日(月) 普通例会

● 4月17日(月) 普通例会

● 4月24日(月) 夜間例会

■ [水と衛生月間] ■ [母子の健康月間]

今日のプログラム

前回 （３月１３日） の記録 ・普通例会

■会 長／細川 博司

■副会長／神田 裕教

■幹 事／大橋 直幸

■例会場／士別グランドホテル

■例会日／毎週月曜日 12:10～13:00

■事務所／士別グランドホテル TEL0165-23-1234

２500地区ホームページ http://rid2500.jp/

士別ＲＣ http://www.douhoku.jp/sibeturc/

かわにしの丘

ＲＩホームページ https://www.rotary.org

2022-2023年度ＲＩ第2500地区テーマ
202２-202３年度ＲＩ第2500地区ガバナー久木佐知子

ともに紡ごう！ロ－タリ－の未来へ

2022-2023年度国際ロータリーのテーマ
202２-202３年度ＲＩ会長 ジェニファ－E.ジョ－ンズ



■会務報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・細川 博司会長

皆さんこんにちは

人生での人との出会い、これは極めて重要なこと

ですよね。

一昨年亡くなった小説家の瀬戸内寂聴（1922～

2021）さんが現役の時に新聞に「人との縁 私の

宝」といったタイトルでエッセーを書かれていまし

た。「人生とは出会いである。人との出会い、風景

との出会い、動物との出会い、どの出会いも、私

の栄養となり、心身を育んでくれた。なかでも人と

の出会いこそ、私の生きる証である」士別ロータ

リーでの出会いは、12年目先人先輩各位に敬意

と感謝申上げ頭の下がる思いがあり若い時の不

勉強に反省をしている所であります。会員各位も

世代交代の時代がもうすぐ近いと思います。与え

られた職務に前向きに努力をしてまいりたいと存

じます。

私も20代の頃からボランティア・奉仕活動をして

きましたが、消防団員として48年「身体生命と財

産」を最小限度に守るための任務の中、創設100

年をこえる歴史の中で先輩各位に敬意と感謝を

申上げ先輩、後輩との交流の中で色々な事を教

えてもらいそして後輩に伝えてきました。ロータリ

アンとして例会は楽しく参加して少しづつ奉仕の

理念を学習してまいりましょう。

延期しておりました「ファミリーパーティ」が今月夜

間例会に開催予定をしています。体調には十分

気付けられまして多くの皆さん参加をお願いいた

します。

■幹事報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大橋 直幸幹事

皆様こんにちは。

1. 11日に旭川で開催されましたRI2500地区研

修会「耀く女性たちへレディゴー」に参加され

た谷温恵会員、12日に開催されましたRLIパー

ト3に参加された細川会長におかれましては変

お疲れ様でした。

2. ４月10日に開催されます新旧クラブ協議会

の対象者の皆様には本日FAXを流しますの

で期日までに返信の程宜しくお願い申し上げ

ます。

■次年度幹事報告・・・・・・・福島和秀 次年度幹事

次年度幹事報告を行います。

4月16日開催の地区研修・協議会 開催の案内

が届きました。

今回は紋別の地にて開催します。

出席予定の皆様に案内を送信しましたので日時

までにご返答お願いいたします。

●RI2500地区研修会報告・・・・・・・・谷温惠 会員

「耀く女性たちへ レディゴー」

・特別企画において、話し方講座を受け、実践を

通して勉強になりました。

・基調講演は、RI研修リーダー服部陽子さんによ

る講話で、女性会員の歴史や現状に加え、ロー

タリーのDＥI（多様 性、公平さ、インクルージョ

ン）を丁寧に教えていただきました。

・女性ロータリアンに加えて、旭川のソロプチメン

バーや旭川商工会議所女性会の方もたくさん

参加されていました。

・ディスカッションは、女性に関するフリートークを

テーブルでしました。

・士別ということで、会員の皆さんのお知り合いに

も気軽に声をかけていただきました。また、席

替えの度にたくさんの方と名刺交換をしてお

話ししてきました。

・懇親会も女性ならではのお料理にアトラクション、

和やかに交流してきました。

士別出身同級生ロータリアンにも声をかけても

らい、びっくりし、とても嬉しかったです。

久木ガバナーともお話しできました。

全体を通して、久木ガバナーの、参加者に実益に

なる何かを得て欲しいという願いと、細やかな配

慮が伝わるセミナーで、学びが多くありました。ク

ラブにたくさん女性がいる方々のお話も聞いて参

考になることもありました。



■新入会員卓話・・・・・・・・谷田 之宏会員

みなさん。こんにちは。

本日卓話ということでお時間を頂きました。

今回は、今月上旬に日銀から金融機関向けに新

しく発行される紙幣を発行当初から円滑に流通

していくためにはあらかじめ国民のみなさんに

広く認識していただくことが重要であり発行に

ついて周知願いたいとの依頼がありましたので、

本日の卓話を機会にサンプル品はありませんが

新紙幣についてお話させていただきたいと思い

ます。

新紙幣は2019年4月に当時の麻生財務大臣

より新札が発表されて約4年がたとうとしてい

ますが、最終的には2024年上半期（4月~9月）

を目途に流通される見通しで金融機関へも具体

的なアナウンスはまだありません。

この銀行券は20年ごとに人物や紙幣のデザイ

ン変更を行っていますが、これは偽造防止対策

の強化つまり偽札作りを防ぐ目的だと説明して

いますが、その他にも新券を発行することで、タ

ンス預金が国全体で50兆円あると推測されて

おり、新券発行により旧札の眠るお金の目を覚

まさせ、消費や投資に向かわせる副次効果を狙っ

てるとも言われているようです。

現在使用の紙幣は平成16年（2004）11月か

ら使用され、現行紙幣は昨年の9月に新たな発

行が中止となっています。

現紙幣は1万円が福沢諭吉氏ですが、S59年（1

984年）から40年使用しています。

その間裏のデザインが変更になっており、当時

は雉、現在は鳳凰像となっています。

又、5千円は樋口一葉氏で裏面は尾形光琳作で

カキツバタ屏風図が描かれています。

この時初めて女性の人物像が採用されています。

そして千円札は野口英世氏で裏面は富士山と桜

が描かれています。

では新紙幣についてですが、ある程度みなさ

んご存じのことと思いますが、1万円札は渋沢栄

一氏で日本の資本主義の父、日本経済の父と呼

ばれ、日本初の第一国立銀行（現みずほB）設立

や、東京ガス、キリンビール又、JRの前進である

日本鉄道会社の設立にも携わっています。裏面

には、東京駅の丸の内駅舎が採用されています。

5千円札は津田梅子氏で岩倉使節団とともに渡

米し、帰国後に女子英学塾（現・津田塾大学）を

作りいち早く日本の女子教育、英語教育に努め

た人物です。

裏面には藤の花が採用されています。

そして1千円札は、北里柴三郎氏で近代医学の

父と言われジフテリアや破傷風の治療法を見つ

けたり、ペスト菌を発見された微生物学者として

知られています。

裏面には富岳三十六景の「神奈川沖浪裏」（かな

がわおきなみうら）富士山と大きな波の中に船

が浮かんでいる風景が描かれています。

国はこの三人を選んだ理由として「明治以降の

文化人から選ぶとの考えに基づき、鮮明な写真

が残っていて品格があり、国民に親しまれてい

る」ということだそうです。

ここで、1つ対象外紙幣といて2千札が今回、変

更がありません。

現在2千円札は沖縄以外はほぼ流通していない

ことから見送りとなったようです。

これは沖縄サミット開催を記念し発行されまし

た。

欧米主要国はアメリカが20ドル紙幣、イギリス

は20ポンド紙幣、ユーロでは20ユーロと「2の

つくお金」が世界では流通していることから日

本でも紙幣の節約も兼ね発行されたものですが、

平成12年（2000年）に発行されましたが、平成

15年度以降日銀では新たに発行されていない

とのことです。

では次に新紙幣の特徴ですが、ユニバーサル

デザインを大きく推進していて、どのような人で

も紙幣の区別がつきやすいように額面の数字を



大きくしています。

現在の紙幣はお札の左上に算用数字、中央左側

（すかしの左側）に漢数字にて表示されています

が、新紙幣はこれが逆転し左上に漢数字、中央に

算用数字となり大きく見やすい表示となっている

のが特徴です。

又、3種類の紙幣の色味も工夫が施されています。

アンケートにて意外と多くの人がお札の色の違い

で金種を見分けているようで新紙幣も現行の色

味を踏襲しているそうです。

又、偽造防止策として新紙幣は角度を変えると立

体画像が回転しているように見える最新のホログ

ラム技術が使われているとのこと。

さらに光に透かすと模様が浮かび上って見える

「すかし」が今までよりも繊細で再現しにくい模様

を導入しているそうです。

又、お金を区分する為に記されている「記番号」も

現行の９桁から10桁に増えるとのことです。（AA

2058・・・）

今回、新紙幣を流通させるためになぜ発表から

導入まで5年もかかっているのかを言いますと、

これは金融機関他（自動販売機に至るまで）で改

造及び機械の入換えをしなければならない他、印

刷を開始するまで2年半ほどかかるとのことから

一定の時間が必要となります。

前回変更したときは（2004）自動販売機等の対

応が間に合わなかったケースが多く混乱を招い

た為、（前回は発表から2年で流通させた）今回発

表を早め時間的猶予を持たせたものだそうです。

以上、新紙幣についてお話させていただきました

が、実際に現物がないと実感がわかないと思いま

すが、まずは、ロータリー会員の皆さんにおかれま

しては、自宅にあるであろうタンス預金を是非こ

の機会に市場に開放していただき日本経済の好

循環を生み出す一助となっていただきたいと思い

ますので是非当金庫にお預け願います。

以上、つたない卓話でありましたが、ご清聴あり

がとうございました。

結婚祝いおめでとうございます！

（神田会員・織戸会員・菊地会員）


