
 

  

 

 
 

■ 橋 本  昇会員 ご結婚記念 

■ 中 里  仁会員   〃 

 
 

 
 

 本日はさいたま新都心の造幣局の見学に多勢の

ご参加をいただきありがとうございました。 

職業奉仕委員会の豊住委員長さんありがとうござ

いました。 

高価な１万円札は印刷局で印刷しているそうで

す。この施設博物館では貨幣、勲章や古銭、記念

貨幣など1000点が展示してあります。 

プレミアム貨幣や500円玉の通常貨幣なども製造しています。プルーフ

貨幣とは記念になるもので今のお金をきれいに磨き小銭の種類をセットに

して販売するものを製造しています。ビデオでの説明があり大阪と広島で

造幣局があるということです。 

皆さん何を期待していったのでしょうか。 

 コクーンの新しいお店も見学できましたし、おいしい食事もいただきま

した。 

出来れば「小児医療センター」や「赤十字病院」なども見学したいと思い

ました。この次はお願いします。 

会長挨拶 阿津澤 清会長 本日の例会 
第1727例会 9月13日(火) 
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第27例会・第28例会 2017年2月7日発行 

第27例会 1月24日(火) 1744号 
会 場 造幣局さいたま支局  
集 合 定例会場駐車場 10:30 

テーマ 造幣局工場見学 
担 当 職業奉仕委員会 
 

会   場 市民会館いわつき 401 

点   鐘 12:30 

例会テーマ 卓話 杉田政男会員 

担   当 地域社会奉仕委員会 

斉   唱 君が代･奉仕の理想 

ご来客紹介 阿津澤 清会長  

結婚誕生祝 親睦活動委員会 

会 長 挨 拶 阿津澤 清会長  

幹 事 報 告 藤 堂 昇幹事 

委員会報告 

スマイル報告 例会委員会 

出 席 報 告 出席奨励委員会 

次回例会案内 宮本 和寿例会委員長 

本日の例会 
第1746例会 2月7日(火) 

２月お誕生日･ご結婚記念の 

皆様おめでとうございます！ 

1月24日(火)独立行政法人造幣局への家族同伴見学例会を行いました。

平日の昼間ではありましたが、23名と云う大勢の方の参加を頂きました。普

段見られない場所だけに大変勉強になりました。豊住職業奉仕委員長、ご

苦労様でした。 
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明治新政府は、近代国家を

建設するにあたり幕末の乱れ

た貨幣制度を立て直すため、

大阪に造幣局を設立し、明治

4年に創業し、その後東京出

張所が出来、明治40年に廃

止され、今の埼玉県にできた

のは、平成27年着工し、28年

の10月にさいたま支局として

開局しました。尚、写真はDVD

による説明と館内案内人によ

るお話、並びに「山屋」にての

食事風景です。 
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清水伸洋様 第4グループ ガバナー補佐 

 

 

皆さんこんにちは、清水伸洋ガバナー補佐には

いつもお世話になっております。本日はようこそ

おいで下さいました。よろしくお願いします。 

経団連の新年の集いで安倍首相は働き方改革

を前面に、長時間労働の禁止・同一賃金・同一

労働・副収入・副業解禁を訴えています。 

相撲界では久々の日本人横綱が誕生いたしました「稀勢の里関」です。

粘りの相撲で勝ち取った横綱です、末永く頑張ってください。 

 いよいよアメリカもトランプ政権が誕生いたしました。大統領令を多発

しており、庶民に影響が出ています。特に女性蔑視問題やイスラムの人の

差別化、メキシコの国境に壁を作り入国を厳重にチェックするなど公約通

りなのですが、日本経済にとっても不安要因が続きます。自動車関連の関

税の問題も大変ですが、ＴＰＰの撤回など総崩れです。 

安倍総理も首脳会談を行うという事ですが、あまりペコペコと頭を下げ

て何を話に行くのでしょうか。ちょっと今までの大統領と違います。 

ところでインドでは著しい経済成長を遂げていますが、国民の半数近く

がトイレのない暮らしをしている。モディ政権は２０１９年までに「全家

庭にトイレを…」と普及キャンペーンを展開するとの事です。各地で子供

や女性が野外排泄時に乱暴される事件が後を絶たない。何度もトイレ普及

に努めたが衛星テレビや携帯電話は日々の楽しみのためにテレビは欠かせ

ない、外で用を済ませればタダだということだそうです。 

国内ではノロウイルスの猛威が続く（感染胃腸炎）以前にかかった人に

は免疫もあるのでかからなかったが、今シーズンの茨城・神奈川では変異

型のノロウイルスが見つかったとの事です。 

感染力が強く口から感染して腸で増殖・下痢や嘔吐を引き起こす、潜伏期

間は１日～２日である。健康な成人は数日で回復するが、乳幼児や高年齢

の人は重症化することもあり、治療薬はなく発生した時は脱水に注意し安

静に心掛ける。予防は、食べ物に触る前に手洗いとタオルを使わずペー

パータオルで拭くと感染がかなり防げるようです。特に海の牡蠣などに付

着しているので生ガキは要注意です。 

 一昔前はそんなに騒がなかった菌なのですが、日本人が弱くなったので

しょうか。他の国ではあまり聞かないように思います。 

    

 
 

◆第4Gガバナー補佐 清水伸洋様 

 皆さんこんにちは。お久し振りでございます。常日頃は会長・幹事会で

お世話になっております。今日で７か月が終わり、残り５か月です。何と

か無事にお務めを果たせて行けたらと思います。今年の大きな行事につい

お客様紹介 

阿津澤年度(2016～2017)  
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第28例会 1月31日(火) 1745号 
会 場 市民会館いわつき301 
点 鐘 12:30 

テーマ  会員卓話 
 清水常三会員 
担 当  ロータリー財団委員会 

会長挨拶 阿津澤 清会長 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
  

  

次回例会案内 
第1746例会 2月16日(木) 

お客様ご挨拶 
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 てお話させていただきます

が、一つはさいたま市・東

京・神奈川の氷川神社で明

治天皇ご神体150年目に当た

りますので、末裔(まつえい)

が大宮の氷川神社に参拝に

来られたとのお話もございます。二つ目に世界盆栽展

が開かれます。4/27-4/30にスーパーアリーナで開催

されます。三つ目が手元にパンフレットがございます

が２/16日に「インターシティミーティング」が開催

されます。本日はこのご案内に参りました。講師にオ

リンピック・パラリンピック競技大会組織委員会専務

理事の武藤敏郎様の講演がございます。懇親会迄どう

ぞ皆様、お楽しみ頂きたいと思います。 

 

 
 

1. ＲＩより「次年度ＲＩテー

マ」の発表がありました。 

 「ロータリー・変化をもた

らす」「ROTARY : MAKING A 

DIFFERENCE」 

2. 地区より「米山奨学生修了式」の案内が届きました。 

 ・日時 3/12(日) PM2:00 開始  

 ・場所 ラフレさいたま 4F  

 ・登録料 1名 10,000円 

3. ロータリーの友事務所より「ロータリーの友」2月

号が届いております。レターケース 

4. ロータリー財団と米山奨学会より確定申告用の領

収書が寄付者に届いております。 

5. 2017-2018年度「ロータリー財団補助金管理セミ

ナー」の案内が届きました。 

 ・日時 2/24(金) PM13:00 開始   

 ・場所 市民会館おおみや  

 ・登録料 1RC 5,000円 

 出席予定者 丹野寿明エレクト、遠藤社会奉仕委

員長 橋本かほる財団・米山理事 

 (委員長は次年度役職予定者) 

6. 地区より「地区チーム研修セミナー」の案内が届

いております。 

 ・日時 2/21(火) AM10:30 開始   

 ・場所 市民会館うらわ  

 ・登録料 1名 8,000円 

 出席予定者 阿津澤次年度地区委員 

7. 第4Gガバナー補佐 清水伸洋様より「第8回会長・

幹事会」の案内が届きました。 

 ・日時 2/20(月) PM6:00 開始   

 ・場所 JACK おおみや 第３集会室 

 出席予定者 阿津澤会長、藤堂 昇幹事 

8. 地区より「会長エレクトセミナー」の案内が届き

ました。 

 ・日時 3/9(木)3/10(金)   

 ・場所 ラフレさいたま   

 ・登録料 15,000円  

 出席予定者 丹野寿明会長エレクト 

9. 国際ロータリーより2月のロータリーレートが1弗

116円の知らせが届きました。 

10. 同じく国際ロータリーより「財団ＮＥＷＳ ２月

号」がメールにて届きました。回覧 

11. 阿津澤会長と田中バストガバナーに次年度の地区

役員の委嘱書が届きました。 

12. 地区より「アトランタ国際大会日本人朝食会」の

案内が届きました。参加される方は事務局へ…。 

 

 
 

◆小宮 勇会計報告 

 お手元に3枚の収支報告書が

配布されておりますので、ご覧

ください。上半期ですので、未

だ途中の段階です。一通りお目

通し頂ければ宜しいかと思いま

す。何か質問などございましたら、後で私の方へお声

掛け下さい。一つお願いは下期の会費の支払いの未だ

していない方は早めに会計に入金をお願い致します。 

 

◆豊住昇二職業奉仕委員長 

 先週の造幣局の見学例会に

は、大勢の方々のご参加いただ

き有難うございました。 

 

 

◆清水裕次広報担当理事 

 ロータリーの友の2月号の第

2770地区の関係する記事をご紹

介いたします。 

・「横組み」から 

① 「合併･･･その後」 ＜Ｐ8＞ 

八潮中央RCと八潮シティRCの合併の経緯（八潮みらい

RC） 

委員会報告  

幹事報告 藤堂 昇幹事 
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 ②「ロータリー財団100周年を祝う」＜Ｐ14＞ 

財団100周年を機に地元のフリーマーケットに参加

（大宮シティRC） 

③ 地区大会略報 ＜ｐ29＞ 

2016年11月12・13日に開催された２７７０地区の報告 
 

・「縦組み」から 

①ロータリーアットワーク（写真編）＜ｐ23＞ 

豪華クルーザーで交流（浦和ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞRC・浦和東RC） 

②ロータリーアットワーク（文章編）＜Ｐ29＞ 

ピンクリボン運動・夜間移動例会開催（大宮西RC） 

 

 
 

◆卓話 「日本銀行券について」 清水常三会員 

皆さんこんにちは、本日の例

会は、ロータリー財団委員会

の、担当例会となっておりまし

たが、ご指名を頂きましたの

で、卓話をさせて頂く事になり

ました。宜しくお願い致しま

す。先日は、職業奉仕委員会による企業訪問見学と言

う事で「造幣局さいたま支局の工場見学」をされまし

た。この造幣局では、通常貨幣の製造と、その他、勲

章等を主に製造されていると言う工場でありました。

私は、日本の銀行券はどのようにして作られているの

か、日本銀行券について、お話をさせて頂きます。 

現在のように、日本銀行が「日本銀行券」として正

式なお札として発行するようになったのは1885年(明

治18年)の事だそうです。始めて発行されたのは「10

円券」で、商売の神様とされる大黒天の絵が描かれて

いることから「大黒札」とも呼ばれていたようです。

このお札は紙の質を強めるため、こんにゃくの粉を使

うと言うユニークな工夫がなされていました。しか

し、そのせいで「虫やネズミの害を受けやすい」と言

う問題が間もなく発覚しまして、数年後には新しい紙

幣に代わったそうです。 

お札の寿命は？  

平均的な寿命は、一万円札では4～5年程度・五千円

札と千円札では、釣銭などでやり取りされる事が多い

ために傷みやすい事もあって1～2年程度だそうです。 

使えなくなったお札はどうなりますか？ 

世の中を流通して日本銀行に戻ってきた銀行券のう

ち、汚損などにより再度流通に適さないものは、日本

銀行の本店又は支店に於いて、細かく裁断されます。

裁断された紙幣は「産業廃棄物」なのか、それとも

「一般産業廃棄物」なのか？ 

お札も印刷物であり、日本銀行券と言う名称からし

て、日本銀行が発行している印刷物のように思えます

が、日本銀行券を印刷している組織は、独立行政法人

の「国立印刷局」であり、日本銀行は国立印刷局か

ら、日本銀行券を納入してもらっているので、日本銀

行券の紙幣の裁断の屑は「一般産業廃棄物」として、

一般競争入札で産業廃棄物処理事業者に委託されてい

るようです。 

その裁断の屑については、現在は、約7割が住宅用

の建材や固形燃料、或はトイレットペーパーとか事務

用品などにリサイクルされているようです。それ以外

の裁断の屑は、一般産業廃棄物として、各地方自治体

の焼却施設において焼却されているようです。 

1万円紙幣とは？ 

日本銀行券の１つで、１万円券・１万円札・万札と

も呼ばれております。額面が1万円は日本銀行紙幣で

最高額であります。現在発行されている１万円紙幣

は、平成16年から発行されている福沢諭吉の肖像の紙

幣であります。今迄までに発行された１万円紙幣は全

部で3種類存在しております。(聖徳太子と福沢諭吉が

2枚) 

昭和33年11月20日に大蔵省にて告示され12月1日か

ら発行されました。 

日本銀行１万円紙幣の様式は、表面を聖徳太子・裏

面に鳳凰・寸法縦84ｍｍ、横174ｍｍ、初の1万円紙幣

として発行され、高度経済成長の一端を担う事となり

ました、 

1万円紙幣の透かしは法隆寺夢殿とその上に、日本

銀行券と壱万円の文字の部分は、インキを高く盛り上

げ印刷されております。此れは、偽造防止の為だそう

です。 

現在1万円券は、大蔵省印刷局製造と財務省印刷局

製造及び国立印刷局製造の3種類あります。 

現在流通している1万円紙幣は、国立印刷局で製造

されたものが殆どだそうです。 

5千円紙幣は。 

これまでに発行された5千

円紙幣は全部で3種類存在し

ております。 

額面5千円紙幣とは、表面

は、聖徳太子・裏面は日本

銀行です。昭和32年10月1日

に発行されました。 

紙幣の様式と肖像は、誰

がどのように選ぶのでしょ

うか。 

紙幣の様式は、通貨行政

を担当している財務省、発行元の日本銀行、製造元の

国立刷局の三者で協議を致しまして、最終的には日本

銀行法によって財務大臣が決めることになっているよ

うです。紙幣の肖像の選び方は、特別な制約はないけ

れど、おおよそ次の様な理由で選定されるようです。 

日本国民が世界に誇れる人物で、教科書に載っている

とか、一般によく知られている事とか。 

本日のテーマ 会員卓話  
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偽造防止の目的から、なるべく精密な人物像の写真や

絵画を入手できる人物である事などが選定の理由だそ

うです。 

 現在の紙幣の肖像は、明治以降に活躍した文化人の

中から選ばれております。 

現在発行されている紙幣について、財務大臣は当時、

「優秀な科学技術国家として、世界に寄与し続ける日

本のイメージを表すものとして樋口一葉氏を、日本の

社会で女性の地位が向上し、男女共同参画社会が進む

など、新しい時代の流れを表すものとして樋口一葉氏

を採用した」と言われております。 

日本銀行券の肖像として女性が採用されたのは、明治

11年発行の紙幣に採用された神功皇后(ｼﾝｸﾞｳｺｳｺﾞｳ)以

来、5千円紙幣の樋口一葉氏が2人目だそうです。 

 日本銀行券には、記番号と言うものがあります。 

 日本銀行の発行している、表面の左上と右下にある、

アルファベツトと数字の組み合わせを「記番号」と言

います。紙幣の背番号のようなもので、同じ種類の紙

幣には、全て違う記番号が印刷されております。 

 日本銀行券の原価？ 

 ※日本銀行は独立行政法人の国立印刷局から、日本

銀行券を納入してもらってますので、その原価は、平

成12年度の原価は、財務省印刷局から日本銀行への引

き渡し価額は1枚当たり、 

10.000円札は、22.2円・5.000円札は、20.7円・ 

2.000円札は、16.2円・1.000円札は、14.5円 

硬貨に関しては、日本国政府自体が発行元であって財

務省造幣局で製造する為、引き渡し価額は存在しない

と言う事であります。 

お金の中で一番原価が高いのは、10万円金貨です。(3

万円ぐらい)？ 

その次のお札は、10.000円札です。 

 お札の表裏にある印鑑(ﾊﾝｺ)は、誰の者？ 

1・表面の印は、日本銀行総裁印で、篆書体(ﾃﾝｼｮﾀｲ)

と言う字体で押されております。 

2・裏面の印は、日本銀行でお札の発行、回収などを

担当する(発券局長)の印だそうです。 

最後になりましたが、本年度ロータリー財団・米山奨

学委員会の活動方針として、ロータリーの人道的奉仕

活動に、更にご理解を頂き、ご寄付の目標額100%達成

する為、まだ、ご寄付をされていない方には、是非ご

協力の程宜しくお願い申し上げます。 
 

※尚、本データはＡ４サイズで７頁ございます。紙面の関

係で割愛させて頂きましたが、必要な方にはメール又はコ

ピーでお渡しする事が出来ますので、事務局に申し出て下

さい。  

 
 

清水伸洋様(第４Gガバナー補佐) 

 本日は宜しくお願い致します。 

阿津澤 清  清水伸洋ガバナー補佐、いつも有難う

ございます。 

藤堂  昇  いよいよ次年度のセミナーが動き始め

ます。丹野さん頑張って下さい。 

清水 常三  本日、ロータリー財団委員会の代理で

卓話です。宜しくお願い致します。 

宮本 和寿  清水ガバナー補佐、ようこそ。会員卓

話宜しくお願い致します。 

斉藤 公司  第４グループガバナー補佐、清水さん

ようこそ。 

菊池 和彦  清水常三さん、本日の卓話ご苦労様で

す。楽しみにしています。 

(同趣旨)    橋本かほる   奥津 雅史 

丹野 寿明  清水伸洋ガバナー補佐、ようこそい

らっしゃいました。清水常三会員、卓

話楽しみにしております。 

(同趣旨)   青山いづみ   豊住 昇二 

遠藤 光治  昨日と今日の温度差10℃です。体が付

いていけるかな。 

(同趣旨)   小宮  勇   清水 裕次 

杉田 政男  寒中お見舞い申し上げます。気温が急

に上下しています。風邪にご注意下さ

い。 

中里  仁  梅は咲いたか桜は未だかいな。暖かく

なれ。 

藤田 恵子  造幣局見学お疲れ様でした。ウナギも

美味しかったです。 

田中 徹夫  関根 隆光   水戸  恵  

加藤 和正  

 

 

 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 2016～’17年度 岩槻東ロータリークラブ 

例 会 日 毎週火曜日 12:30～13:30 会    長   阿津澤 清 

例 会 場  さいたま市民会館いわつき Tel  048-756-5151 幹    事  藤堂  昇 

クラブ事務局   Tel 048-757-9786  Fax 048-756-5539 会報委員長 清水 裕次 

U    R    L http://www.iwatsuki-east-rc.org 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

出席報告  

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

1/31免除
3名 

29 
(3) 

22 
(3) 4 0 84.62% 

1/17修正 

免除3名 
29 
(3) 

21 
(3) 5 3 92.31% 

ニコニコBOX金額報告 

1/31合計 ２９，０００円 

今年度累計 ７９４，０００円 


