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［  今 日  ］ 

例 会 

 今月・来月の行事 

 今日の例会 

4/26    クラブ協議会④＠ホテル日航熊本 

5/21-23 2020-21RYLAセミナーin天草 

5/29  インターアクト指導者研修会＠ZOOM 

 

 

 
令和３年（2021）年４月１２日 

斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング  

「手に手つないで」 

 

来訪者紹介 

永田壮一様（PG/熊本城東 RC） 

三好正太君の入会を歓迎します。楽しいロータリーライフを！  

会長報告（河津延雄君） 

皆さま、こんにちは。本日もご出席ありがとうございます。本

日の来訪者と卓話者は 2021年ロータリー財団地域コーディネータ

ーで熊本城東ロータリークラブの永田壮一パストガバナーです。

永田様は 1994 年熊本城東ロータリークラブに入会され、2008 年度

熊本城東ロータリークラブ会長、2017 年度には 2720地区のガバナ

ーを務められています。今日の卓話は「ロータリーの原点として

の職業奉仕」についてです。改めて職業奉仕について勉強させて

いただきます。本日は宜しくお願い致します。 

先週 5 日に定例理事会が開かれました。議題 1 は新入会員の入

会についてでした。理事会で承認されましたので今日から例会に

出席されておられます。旭緑化開発株式会社専務取締役 三好正太

さんです。職業分類は造園業となります。後程新入会員の第 1 回

目の自己紹介がありますのでよろしくお願い致します。議題 2 は

熊本中央信用金庫常務理事の池崎龍彦さんの退職に伴う退会で承

認して頂きました。後任の方の入会も依頼してあるとの事でした。 

今朝のゴルフ中継「マスターズ最終戦」を見られた方も多くお

られると思いますが、松山英樹さんがアジア人初、日本人初で優

勝されました。又日本男子初となる４大メジャー制覇との事です。 
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テレビ中継は TBS での放送、熊本では沼野委員長の RKK

での放送でした。先週は同じアメリカのマスターズで開

催されましたアマチュア女子の大会でも岡山県出身で

兵庫県の高校 3 年生、梶谷 翼さんが優勝していますの

で、2 週連続で日本人がマスターズで優勝したことにな

ります。二人は今後ますます活躍されることになりそう

です。 

先週日本銀行熊本支店の中村武史支店長から新しい

日本銀行券の話を聞く機会がありました。皆さんもご存

じの通り 2024 年に 20 年振りに新紙幣が登場します。1

万円札は第一国立銀行や東京株式取引所（現東証）など

500 もの企業の設立等に係わったと言われ実業界で活躍

された渋沢栄一、5000 円札は岩倉使節団に最初の女子留

学生として随行し、近代的な女子高等教育に尽力して津

田塾大学を創立した津田梅子、千円札は小国町出身で世

界で初めて破傷風血清療法を確立し伝染病研究所等を

設立した北里柴三郎です。現在 1 万円札は約 99 億枚、

千円札は約 41 億枚、5 千円札は約 6 億枚、2 千円札は 1

億枚が流通しており発行高は 19 年度で 112 兆円となっ

ているそうです。一方偽造券・偽札は 2019 年現在で 1

万円券が 2277 枚、5 千円券が 17 枚、2 千円券が 2 枚、

千円券が 32 枚が見つかっております。100 万枚当たりの

偽造券の割合は日本は 0.1 枚、それに対してアメリカは

約 100 枚、イギリスは 130枚となっていますので日本の

紙幣は偽造されにくいことが分かっています。1 万円札

の場合、今回の改刷（日銀では紙幣を新しく変更するこ

とを改刷と言っています）ではこれまでの現行券から継

続される主な偽造防止技術は ①紙幣を傾けると左右の

余白部にピンク色が浮かび上がる「パールインキ」 ②

紙幣を傾けると 10000 の文字や NIPPON の文字が浮かび

上がる「潜像模様」 ③光に透かすとすき入れされた 3

本の縦棒が見える「すき入れバーパターン」の 3 種類で

したが、今回の改刷では偽造抵抗力の強化のため人物の

背景にも「高精細のすき入れ」をするそうです。又、肖

像の立体画像が回転する最先端の 3Dホログラムの導入。

さらに金額の数字の大型化などをし「券種の識別性を向

上」を図るとの事です。尚、今年は少し発行が遅れてい

ますが 500 円硬貨が新しくなるそうです。 

以上、会長報告です。 

 

出席報告（藤山直秀君）                  

会員数 出席数 出席率 

６１名 ４６名 ７７．９７％ 

出席規定適用免除者 2 名 欠席記録免除者 1名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

 

幹事報告（丸山浩之君） 

1.姫路南 RC より3月週報が届いております。 

2.例会終了後、熊日俱楽部にて「歴代会長会」を開催い

たします。歴代会長及び関係各位はご参加をお願いい

たします。  

 

例会変更のお知らせ 

○05福祉 RC～職場訪問のため場所変更 

[日  程] 4 月 20 日（火）12：30～ 

[場  所] 八代バラ園 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 4 月 27 日（火）12：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 4 月 27 日（火）12：30～ 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 4 月 30 日（金）12：30～ 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5 月 7 日（金）12：30～ 

 

新入会員自己紹介 1回目（三好正太君） 

 

 

 

 

 

氏名：三好正太（みよし しょうた）君 

生年月日：昭和55年6月25日 

出身：兵庫県 

勤務先：旭緑化開発株式会社 

趣味：釣り 

推薦者：寿崎 肇君・堀川貴史君 

 

委員会報告 

●雑誌委員会（桑原幸雄君） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。今月のテーマは母子の健康月

間です。3ページに RI 会長メッセージが掲載されてお

ります。4月22日の「アースデイ」を、私たちは新た

な使命感を持って迎える事になります。と「環境」に

ついてのメッセージが掲載されています。7ページか

ら13ページまでの特集「母子の健康 日本の母子にで

きること」では、産婦人科医でもある宇部 RC の金子

さんの小・中・高校の性教育の話が掲載されておりま

す。また、LGBTs の話なども掲載されています。20、
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21ページには世界中のロータリープロジェクトの記

事が掲載されています。 

続いて縦書きです。4ページから8ページまで「0か

ら1をつくる」という題でカーリング選手の本橋麻里

さんの記事が掲載されています。「チーム青森」で活

躍後に地元北海道に戻りでチーム「ロコ・ソラーレ」

立ち上げ時の苦労された様子が書いてあります。16ペ

ージの歌壇には、熊本水前寺公園 RC の北里会員の歌

が掲載されています。21ページの友愛の広場には、熊

本西 RC の上野会員の「豪雨の被災地・人吉での出会

い」の記事が掲載されています。 

27ページ、ロータリーアットワークには阿蘇 RC の栄

養ドリンクを寄贈した記事が掲載されています。 

 

●スマイルボックス（三角雄介君） 

○永田壮一様  Ⅱ 

 久しぶりの卓話にお伺いしました。今日はよろしくお

願いいたします。内容は皆さまよくご存じの職業奉仕

についてです。一緒に勉強しましょう。 

○河津延雄君・後藤 博君・丸山浩之君・玉田光識君 

森本康文君 

 本日の卓話者 永田壮一PGに心から感謝します。卓話

大変楽しみにしています。また、三好正太君の入会を

歓迎します。クラブの活動一緒に楽しみましょう。松

山英樹選手のマスターズ優勝おめでとうございます。

興奮して昨夜は眠れませんでした。 

○高宮 宏君    

 永田PGのご来訪、職業奉仕委員長として心より感謝申

し上げます。楽しみにしています。よろしくお願いい

たします。会員の皆さま方もこの機会に職業奉仕活動

の中身のご理解をよろしくお願いします。 

○堀川貴史君・今村浩昭君・喜讀宣友君・德永隆正君 

 永田壮一PGのご来訪を心より歓迎いたします。いつも

大変お世話になっております。また、三好正太さんの

ご入会を歓迎いたします。ご活躍を祈念します。 

○渕田俊郎君・漆島典和君・坂本研一君・古財良一君 

 永井富士雄君・北口 誠君・園田修司君・原 裕一君 

 西川尚希君・三角雄介君・田中裕司君・雑賀庸泰君 

 林田公治君・中嶋亜志火君・松茂信吾君 

 本日の卓話者 永田壮一様に心から感謝します。また、

三好正太君の入会を歓迎してスマイルします。 

○沼野修一君 

 本日の卓話者 永田壮一様に心から感謝します。卓話

楽しみにしています。 

○原 裕一君・井上雅文君 

 本日の卓話者 永田壮一様に心から感謝します。卓話

とても楽しみにしています。 

 

○濵﨑剛自君 

 三好正太君の入会を歓迎してスマイルいたします。 

○谷口英樹君  

 本日の卓話者 永田壮一様に心から感謝します。今日

は所用のため早退しますので、お詫びのスマイルです。 

○川崎 博君  

 松山英樹、日本人初のマスターズ制覇にスマイルしま

す。勇気づけられました。 

○森本康文君  

 先日、次男が九州学院高校に入学できましたので喜び

のスマイルです。先輩方よろしくお願いします。 

○山本 円君  Ⅹ 

 熊本地震から 5 年が経ちました。仕事の都合上、例会

に参加できず大変ご迷惑をおかけして申し訳ありま

せんでした。熊本城天守閣、市民病院、熊本駅ビル工

事がとりあえず終了しましたのでまた参加させてい

ただきたく存じます。これからも熊本の発展のために

頑張ってまいります。 

 

●外部卓話（沼野修一君） 

「ロータリーの原点としての職業奉仕」について 

    永田壮一様（PG/熊本城東 RC） 
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【例会予定】 

 4/26（月）クラブ協議会④ 

  5/3（月） 祝日のため休会 

 5/10（月）新入会員卓話 三好正太君 

 5/17（月）外部卓話 永里敏秋様 

（KM バイオロジクス㈱代表取締役社長） 

 5/24（月）新入会員卓話 木村 崇君 

 5/31（月）定款に基づき休会 


