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トワでの開催となります。当日は、円田 昭
パスト会長に卓話をして頂きます。又、円田
三郎パスト会長並びに武井洋一パストガバナ
ーご両名の在籍50年のお祝いセレモニーもさ
せて頂きます。このお目出度い記念日を、皆
さんと共にお祝いしたいので、多数のご出席
をよろしくお願い致します。　　　　　以上

◯ロータリーソング「それでこそロータリー」

	 幹事　松尾　文隆
１．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
　「 ハイライトよねやま203　2017年2月13日

発行」が届いております。

２．国際ロータリー日本事務局
　 2016年版手続要覧（日本語）が1冊、クラブへ

贈呈されました。

３．第1回	日本RYLAセミナー大会委員長
	 	松宮　　剛さん
	 （RI理事･全国RYLA研究会理事）
　	　大会実行委員長	 服部　良男さん
	 （RID2760地区ガバナー）
　 第1回日本RYLAセミナーロータリアン参加

のお願い
　日時／2017年3月24日〜26日
　　　　（24日17:00 開会予定）
　会場／ 全トヨタ労連研修センター つどいの丘
　　　　（豊田市西中山町清水口133番地）

	 会長　増本　一也
　先週から今週にかけて西日本
地方、鳥取や広島県は33年ぶり
の記録的大雪になり、国道9号
線では約250台の車が立ち往生
し大渋滞に見舞われました。死
者やけが人も出ており、自然の
猛威の恐ろしさを今更ながら感じます。
　本日は、㈱十八銀行 執行役佐世保支店長 
古賀淳二さんの会員卓話です。古賀支店長に
は、今回の卓話の内容について、あるお願い
を致しました。それは、現在爆発的に流通し
ているビットコインに代表される仮想通貨に
ついてです。日本では、仮想通貨と呼んでい
ますが、世界では、暗号通貨と呼ばれていま
す。暗号通貨は、今や世界中に1500〜1800
種類あり、最近では、金融機関でさえもその
発行を考えている程です。2009年1月に誕生
したビットコインは、2017年1月現在、時価
総額1兆円を超してきております。2009年当
時、1ビットコイン＝約0.1円でした。それ
が、2017年2月29日現在、1ビットコイン＝
約122,000円になっています。その価値は、
122万倍になっています。この仮想通貨のメ
リット･デメリットについて、古賀淳二さん
に、少し触れて頂けないかと思いお願いした
次第です。
　ところで、佐世保RCは、1951（昭和26）年2
月21日に創立されました。認証は、同年3月
31日、チャーターNo7745、国内53番目のクラ
ブです。来週の2月22日㈬の例会は、第66回
創立記念例会となります。18時30分よりアイ
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よろしくお願いします。夜例
会です。それと、地区大会の
出席受付が来週までとなって
おります。まだまだ参加が少
ないようです。多数の参加お
待ちしております。

 出席例会委員会　西田　勝彦
◯永年会員表彰
　池田　　豊さん（36年）

◯出席100％表彰
　木村　公康さん（19回）
　古賀　　巖さん（19回）
　円田　浩司さん（13回）
　大久保利博さん（5回）
　池田　真秀さん（3回）
　吉田　英樹さん（3回）
　西村　一芳さん（3回）
　大神　吉史さん（3回）
　廣瀬　章博さん（1回）

 親睦活動委員会　德川　晃尚
○結婚記念月のお祝い
　福田　金治・尚子さん ご夫妻（18日）
　岡　　英樹・節子さん ご夫妻（25日）
　遠田　公夫・光代さん ご夫妻（27日）

　宿泊場所／全トヨタ労連研修センター つどいの丘
　参加対象／ ロータリー会員（ガバナー始め

青少年関連委員会）
　目的／ RYLAセミナー情報、地区RYLAの

活性化
　登録費／25,000円
　受付／第2760地区 豊田西ロータリー事務局

４．第2740地区ガバナー事務所
　2740地区ホームページ更新のお知らせ

５．東日観光㈱ロータリー室
　「 ロータリーと歩んだ東日観光の軌跡」小

冊子が届きました。

■ローターアクト委員会	 松尾　　貴
　2月9日㈭、ホテルオークラJR
ハウステンボスにて、第154回
例会が開催されました。アク
ターの皆さんはテストも終わ
り、既に長い春休み突入とい
うことで、仁田原会長は大阪
旅行をしたり街コンに参加したりと、3月か
らの就活を前に、おおいに羽を伸ばし青春を
謳歌されておりました。
　今回の卓話は、アクターの皆さんからの要
請もあり大神委員長が文字通り「就活（勝）」
について、「大企業･中小企業の定義」などの
いろはを含め、事前準備に始まり「自分自身
の見つめ方や履歴書の書き方のアドバイス」
など、実に実践的な卓話をされアクターの皆
さんも熱心にメモをとられておりました。総
評にて佐世保実業の田中副理事長より「仕事
に上下（貴賤）はなし、夢と現実のバランスを
とりながら明るく元気に頑張ってください」
とエールが送られ閉会いたしました。
　最後にお知らせとお願いですが、今週の土
曜日18日の10時〜13時30分の間で役員交代
式を長崎国際大学のカフェテリアで行います。
新たな門出でございますので、皆様お忙しいと
は思いますが、ご都合が付く方がいらっしゃい
ましたら是非ともご参加をお願い致します。

■出席･例会委員会	 委員長　坂本　　敏
　会長も話されましたが、来週の例会は私の
念願であります100％例会です。是非ご参加

委員会報告

慶　　　祝
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	 親睦活動委員会　廣瀬　章博
増本　一也会長、松尾　文隆幹事
大久保利博副幹事、安福　竜介さん
米倉洋一郎さん、円田　浩司さん
松本　英介さん、佐々木秀也さん
西田　勝彦さん、廣瀬　章博さん
德川　晃尚さん、納所　佳民さん
古賀　　巖さん、橋詰　文雄さん
木下　貴夫さん、大神　吉史さん
大神　邦明さん、富永　雅弘さん
坂本　　敏さん、石井　正剛さん
田中丸善弥さん、川口　博樹さん
中村　徳裕さん、圡井　弘志さん
安部　直樹さん、木村　公康さん
加納洋二郎さん
　新会員 古賀淳二さんの卓話に期待してニ
コニコします。
　
増本　一也	会長
平尾　幸一	クラブ会報･広報委員長
　2月1日の週報の会長挨拶の欄に、橋詰文雄
さんが豆まきしたとありますが、実際には石
田謙二さんが豆まきをなさいました。訂正し
てお詫び申しあげます。
　
安部　直樹さん
　2月10日、長崎短期大学創立50周年記念式典
を挙行しましたところ、多数の皆様のご臨席
を賜りありがとうございました。今後共、地
元の短期高等教育機関として頑張ってまいり
ます。宜しくお願い致します。
　
池田　　豊さん、木村　公康さん
古賀　　巖さん、円田　浩司さん
大久保利博さん、池田　真秀さん
吉田　英樹さん、西村　一芳さん
大神　吉史さん、廣瀬　章博さん
　永年会員並びに出席100％の表彰ありがと
うございます。
　
福田　金治さん、岡　　英樹さん
　結婚記念のお祝いありがとうございます。

『仮想通貨について』

　新会員　古賀　淳二さん
	（十八銀行　執行役佐世保支店長）

①仮想通貨とは
◦ 信頼できる第三者（例：日本

銀行）を必要としない完全な相対型の通貨
制度

◦ 通貨の発行や取引はすべてブロックチェー
ンと呼ばれる台帳に記録される

◦ 参加者のみの完全に閉鎖型のシステム
◦ 運営管理コストが安いインターネット上で

の価値流通
◦ 偽札をつくったり、偽の取引が不可能で独

自の暗号技術を使い、コンピューター上で
実現。

◦ 円やドルに相対する新しい通貨として存在
〔�ブロックチェーンの仕組みを理解することが
大事〕

②ビットコインとは
◦ 09年に誕生したインターネット上の仮想通貨
◦ 中央銀行の管理を受けずに流通しており、手

数料が少額で個人の端末同士でやり取りがで
きる。海外では国際送金での利用が多い。

③通貨の3つの機能

※ 支払手段としては手数料が安価で利用しや
すい。

※ 仮想通貨の存続や価値下落を防止する日銀
のような中央組織がなく、マネーコントロ
ール機能がない。

※ 仮想通貨の価格が1日20％以上の変動もある。

④仮想通貨の規模
◦ 世界にある仮想通貨は約700種類、2年前の

10倍、発行額は500億円分に達する。

ニコニコボックス 卓　　話

ニコニコボックス 本日合計 　46,000 円

 累　　計 787,000 円

◇

3つの機能 円･ドルなど ビットコインの
通信簿

価値の交換 10万円の時計と交換可 ◯

価値の貯蔵 貯蓄が可能 ×

価値の尺度 通貨の単位で価値判断 ××
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クラブ会報委員会 委 員 長　平尾　幸一　　 委　員　田中　信孝 ・ 西村　一芳 ・ 松尾　　貴
副委員長　石田　謙二　　 　　　　松本　淳也 ・ 筒井　和彦 ・ 山口　剛史

（今週の担当：西村　一芳）
（カメラ担当：平尾　幸一）

◦ ビットコインの送金･決済件数2016年5月で
世界で毎日約20万件、利用金額は、1億ド
ル〜2億ドル。

◦ 日本では、2500店が支払可能であるが、投
機目的利用が多い。

◦ 通貨や金融インフラが脆弱な新興国では低
価格で手軽な送金･決済手段として注目。

⑤ビットコインの市場価格
◦ ビットコインは、1日に20％以上も価格変

動することがある。
◦ 価値が激しく変動する仮想通貨を資産価値

の保存には適さない。

⑥ビットコインの課題
◦ すでに他の仮想通貨で急にサービスを停止

して取引できない事態の取引所もある。
◦ 仮想通貨は、資金洗浄（マネーロンダリング）

に使われるリスクもある。
◦ 2016年8月に香港の取引所で、ハッキング

で顧客口座から6500万ドル（約65億円）消失
した事件があり、安全性も課題。

⑦仮想通貨の可能性
◦ 2016年5月に改正資金決済法が成立。仮想

通貨の定義や利用者保護ルールなどが決ま
った。

◦ 2016年9月にバンクオブアメリカ、シティ
グループなど世界の金融大手22社が研究会
設立。

◦ 日本からは、三菱UFJが参加。仮想通貨や
関連技術を使った新たな経済圏への期待。

＊3月  例会卓話者予定＊ 

３月1日 長崎県立大学経営学部
 国際経営学科教授･博士
  江崎　康弘 様

３月8日 長崎県北振興局 局長
  松尾　英紀 様

３月15日 陸上自衛隊相浦駐屯地　
 西部方面混成団長兼相浦駐屯地司令
  杉本　嘉章 様

３月22日 資生堂ジャパン㈱九州支社 長崎支店
  大我なぎさ 様

３月29日 調整中

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

未 定

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／3月9日㈭　19:00（食事）〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

＊ 西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。

＊ RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

金貨等

物理的な占有

政府
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貨幣素材の価値
＋
国

預金通貨

銀行の帳簿

銀行
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＋
国

bitcoin

ledgerでの記録

（ネットワーク）

「信頼出来る第三者」
なしには、結局のところ、

成り立たない！

暗号技術を用いた
プロトコル

通貨発行の仕組み
信用通貨貨幣的通貨 仮想通貨

具体例

信頼の根拠

通貨の保有

発行主体

問題の所在

〔訂正〕
週報No.27（2月1日）の【理事会報告】〔登録
者1.と2.〕に誤りがありました。下記のとおり
訂正いたします。

１．ラホヤRC訪問について
　登録者：増本一也会長、松尾文隆幹事
　　　　　福田　金治、池田　真秀
　　　　　橘髙　克和、古賀　久貴
　　　　　坂元　　崇、田中丸善弥
　　　　　円田　　昭、加納洋二郎
　　　　　山田たか子
 
２．第2740地区 地区大会について
　日　程：4月15日㈯　（2月28日登録）


