
                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会（第１６２０回）  １２／３（水） 

◆近藤ガバナー公式訪問が行われます。 

次回の例会（第１６２１回）  １２／１０（水） 

◆クラブ年次総会を行います。 

第１６１９回例会記録    １１／２６（水）雨 

◆司    会 道家 泰之君 

◆斉    唱 RS・日も風も星も 

◆ゲスト紹介 渡邉 泰彬君ゲスト 斉藤 裕也様 

◆来訪者紹介 名古屋 RC 中北 智久君 

◆バナー披露 タイ・ウトラジッドＲＣ 横田 徳久君 

出 席 報 告 

会 員 数  38 名  前々回訂正  1617 回例会 

欠席会員数  9 名  欠 席 会 員  2 名中 

出席会員数  29 名  MAKE UP  2 名 

出 席 率  76.32％  出席率訂正  100％ 

会  長  挨  拶 

会  長  岩田 滿治 

一万円札は聖徳太子から

福沢諭吉に、五千円札も聖徳

太子から新渡戸稲造から樋

口一葉に、千円札は伊藤博文

から夏目漱石から野口英世

に、五百円札は岩倉具視から硬貨に、百円札は板垣退助から硬

貨に、十円札は確か国会議事堂から硬貨に、人気のない二千円

札は眠ったまま。 

昭和 55 年、今のお札に福沢諭吉、新渡戸稲造、夏目漱石、 

 

 

の 3 人が選ばれるまでには、5 年の月日を要した。文化人路線

で行こうという基本コンセプトが固まったのが昭和 55 年、ア

ンケート調査で、文化人を望む人が 37％を占め、また世界的

にもイタリアのガリレオ・ガリレイ、フランスのパスカル、オ

ーストリアのヨハン・シュトラウスら文化人が多く起用されて

いることが考慮された。翌 56 年頃には採用された 3 人のほか

に候補に上がったのは以下の人物、文学の世界からは森鴎外、

芥川龍之介、正岡子規、与謝野晶子・音楽界からは滝廉太郎・

美術界からは岡倉天心・医学界からは野口英世・スポーツ界か

らは講道館柔道の創設者 加納治五郎。 

最終選考でのコンセプトは、世界の通貨「ＹＥＮ」にふさわ

しく、国際性のある人物ということで、外国事情を我が国に紹

介した福沢・ロンドン留学の経験を持つ漱石は、文句なしに合

格、もう一つの椅子はかなりの激戦だったが、国際交流に務め

た新渡戸稲造が最終局面で急浮上。 

尚、世界中の紙幣に男性の肖像画が多いのはなぜか？イギリ

スで女王が描かれているのが目立つ程度ですが、これは決して

女性蔑視の表れではないのですね。紙幣に女性の顔を使わない

のは、偽造防止の為だそうです。お札の肖像画では、簡単にコ

ピーされないように1ミリの間に10本から15本以上の細い

線が描かれていますが、この方法で女性の顔を描くとシワだら

けの魔法使いのお婆さんの様に見えてしまい、だからと言って

若く、見せようと細い線を省いてしまうと、偽造されやすくな

り、結局、偽造防止の為には男性の顔を描くのがいちばん無難

と言うわけ。ちなみに 5 千円札で樋口一葉の肖像画を見てくだ

さい。気のせいか、男性の肖像画に比べて少し小さ目になって

いるように思えますが。また真ん中にある透かしの顔のほうが

美人に見えるのは勝手ながら、自分好みのタイプだからでしょ

うか。 

幹  事  報  告  

1.来る 12 月 1 日からロータリー適用相場(ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ)が１ドル

112 円(現行 106 円)に変更される旨、国際ロータリー日本

事務局より連絡が届いております。 
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2.本日(11/26)、喜寿を迎えられました会員の渡邉泰彬君へ後

程会長よりお祝いをお渡しして頂きます。おめでとうござい

ます。 

3.家族忘年会の請求書を同封致しましたので、よろしくお願い

致します。 

4.名古屋北ＲＣ会員の浦野三男君よりご本人様が作成されまし

た「平成 27 年度ミニカレンダー」を頂きましたので、同封

致しました。 

5.「2015 年ブラジル・サンパウロ国際大会参加に関するアン

ケート」の提出締め切りは、11 月末日までとなっておりま

すので、よろしくお願い致します。 

6.次回例会(12/3)は近藤ガバナー公式訪問です。なるべくご欠

席のないよう、また遅刻のないようお願い致します。 

 

喜寿を迎えられた渡邉泰彬君へお祝いを贈る 

地 区 委 員 報 告 

地区国際奉仕委員会報告 

地区国際奉仕委員会 

委 員  横田 徳久 

① 第 1 回地区国際奉仕委

員長会議（8 月、名鉄グ

ランドホテル） 

A） 近藤ガバナー挨拶：

国際奉仕という横の連携を深め、大きな枠組の中で、

奉仕事業の展開を述べられる。 

B） 講演二題 

イ） ワールド・ビジョン・ジャパン代表 髙木克己氏： 

国際奉仕の現況について。 

ロ）財団より桜井委員長、中村副委員長より地区補助金 

並びにグローバル補助金の説明について。 

それぞれ講演がありました。 

② 地区国際奉仕委員会（7、8、10 月、ガバナー事務所） 

A） 今年度の国際奉仕事業 

イ） 前期（11 月 12 日～16 日） 

・日タイ愛知奨学生基金活動施設の視察（チェンマ

イ、ウトラジッドの 2 ヶ所） 

・台湾 3500 地区桃園西門クラブとのグローバル補

助金事業についての進捗状況の説明。 

ロ） 後期（来年予定） 

・カンボジアの水資源確保事業と教育支援事業。 

B） 今年度の国内事業 

イ） ワールドフード＋ふれ愛フェスタ（栄で 11 月 1 日

～3 日、終了、3 日はロータリーデー） 

ロ） 各クラブの WCS 活動アンケート集計調査。 

ハ） 世界理解・識字率向上月間の各クラブへの卓話依頼、

全員で対応、その準備のための勉強。 

ニ） 今年度委員の役割分担 

③ 国際奉仕事業(11 月 12 日～16 日、4 泊 5 日、委員 9 名) 

A） 日タイ愛知奨学生基金活動施設の視察（チェンマイと

ウトラジッドの運動施設の視察） 

B） 3500 地区桃園西門クラブとのグローバル補助金事

業・花蓮の身障者及び母子家庭の女性のためのキルト

作り自立支援事業の進捗状況の説明を聞くため桃園西

門クラブを訪問しました。 

 多くの地元の人や子供達、ロータリアンとの出会い、笑いや

感謝で感動しました。多くのロータリアンとの一体感で、こう

した国際奉仕事業が広く世界に広がってほしいと思いました。

国際奉仕の仲間の人達が人の喜びが自分の喜びですと異口同

音に言われ、清々しい思いで旅をしました。 

ニ コ ボ ッ ク ス 

藤原 研一君 

連続して休み、失礼しました。 

梅村美知容さん 

四国遍路 60 番まで行って来ました。感謝。 

尾関  正一君 

先般、東京柴又帝釈天寅さん記念館、楽しかった。 

渡邉 泰彬君 

ゲストとして斉藤裕也君を迎えて。 

横田 徳久君 

地区国際奉仕委員会の報告をさせていただきます。よろしくお

願いします。 

【横田さん、卓話よろしく。】 

岩田  滿治君 梶川  久雄君 梅田    渉君 北村 紀子さん 

西脇  多吉君 横井    登君 横井  尚啓君 星川  直志君 

古川  康司君 道家  泰之君 小關  敏光君 入江由希子さん 

伊藤  晋一君 西脇  良一君 足立陽一郎君 玉置 正樹君 

杉浦  定文君 

加藤  昌之君 

赤崎  守弘君 

加島    光君 

阿部  美男君 

香田  研二君 

木村  雅一君 

 

 


