
E-mail: zushirc@sage.ocn.ne.jp 

Website:http://www.zushi-rc.com/ 

財団ニコニコ 清水（惠） ＄２００  三宅 ＄20 

菊池、匂坂、桐ケ谷   各＄10  

米山ニコニコ 村松 20,000 円  桐田 5,000 円 

       松井 2,000 円 

矢部（光）、船津、三宅、菊池、匂坂、 

森澤、北島、桐ケ谷   各 1,000 円 

本日の進行（18:00） 

納涼親睦会（家族同伴） 

於：八景島シーパラダイス 

―次回のお知らせ― 

8月 24日（12:30）  

野村昇司氏（元逗子市教育長） 

「JR横須賀線逗子物語」 

8 月理事会報告 

・8/17 の納涼家族同伴例会について式次第決定 承認 

・8/31 のクラブ奉仕フォーラムについてテーマ決定 

 「クラブ奉仕から見る 2780 地区、IM と地区協議」承認 

・9/21 新世代からの報告（BS 逗子第 1 団・GS 第 39 

 団・ 逗子葉山 JC）・助成金について例年通りとする  

                      承認 

・10/1 ビーチバレーボールについて詳細は来月審議予定                 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

今月は会員増強、新クラブ結成推進月間で

す。会員増強はクラブの基盤を固める最重

点課題です。地区から、50 名以上のロー

タリーは 2 名以上、50 人未満は 1 名の

増員と目標を提示されました。逗子ロータ

リーは 2 名の増員が最低目標です。増強委員会とガバナー補佐

で調整し 3 名の増員目標を設定しました。 

2780 地区は 5 月現在入会者 214 名、退会者 126 名で 88

名の増員ですが、その内相模原ニューシティの新クラブ結成40

名が含まれており、実質は 48 名の増員です。増員の最多は相

模原ロータリーの 11 名です。小組織では葉山ロータリー18

名から 23 名になり、素晴らしい実績を上げています。新クラ

ブ結成は大きなロータリーの戦力になる証明です。増強委員会、

ＰＥＴＳ等で増員の成功例を学びました。ＪＣ、法人会、商工

会の若手会員、最近増加する女性経営者等の勧誘が成功の秘訣

です。 

増強は皆様の力が必要です。全員で友達、隣人に声をかけ積

極的なアプローチをお願いします。 

 

 

匂坂幹事 到着物：ガバナー月信 8 月号、ロータリーの友 8 月号 

週報：横須賀北 RC 

開催案内： ・8/8（火）18:30～ 会長・幹事会 

於：鎌倉「二楽壮」 （ホスト葉山 RC） 

・9/23（土）「第 14 回ロータリー韓日親善会議 2017」 

     13:00～ 於：グランドハイアットソウル 

     申し込み締め切り 8 月中旬 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村松会長の時間 委員会報告 ・臼井米山奨学委員長：今年度は村松会長の

方針通り、地区に協力をしましょう。寄付の少ないクラ

ブなので、多くしたいです。又、米山についての知識を

深めたいと思い、本日は資料を配ったのでご一読お願い 

 します。 

・矢部（光）米山奨学副委員長：米山とは？を知って頂い

た上、今年度一人あたり 2 万円以上のご寄付をお願いし

ます。 

・横山親睦委員長：来週の例会は納涼会です。皆様ご出席   

 宜しくお願いします。 

・宝子山 55 周年記念誌担当：8/24 の例会には 55 周年              

 記念誌を配れると思います。 

・福嶋雑誌委員長：大切だと思われるところを抜粋いた 

 しました。資料の③、⑥を特に参考になさってください。 

報  告 

 No.6 2017 年 8 月 17 日 

【出席報告】会員数 51 名（出席免除 4 名） 

      出席者 33 名 出席率 66.00% 

例会日 

第 1･2･4木曜日 12:30 

第 3木曜日  18:30 

第 5木曜日  18:00 

例会場：「カンティーナ」 

逗子市新宿 1-3-15 

TEL：046-870-6440 

事務所：逗子市桜山 6-3-29 

TEL＆FAX：046-873-0226 

会 長◆村松 邦彦 

会 長 ｴ ﾚ ｸ ﾄ◆山本 由夫 

副会長◆松井 一郎 

    藤吉 一哉 

幹 事◆匂坂 祐二 

ＳＡＡ◆橘 武 

会 計◆岡本 久 

直前会長◆菊池 尚 

会報委員長◇宝子山 泰久 

mailto:zushirc@sage.ocn.ne.jp


 

 

仮想通貨とは、ネット上に

流通する通貨で、法定通貨

の円やドルのように特定

の発行者はいない。複数の

コンピューターが次々に

取引を承認する「ブロック

チェーン」という仕組みで、

低コストで即時に国内外

に送金でき、取引所と呼ばれる業者に円やドルと交換し

てもらって使う。 その代表格が、サトシ・ナカモトと

称する人物の論文に基づくプログラムで管理されている

「ビットコイン Bitcoin」である。時価総額は５兆円近く、

海外での利用が広がり、訪日客の増加で、日本でも使え

る店が急速に増えている。 

特定の国家による価値の保証のない仮想通貨は、おもに

インターネット上で「お金」のようにやりとりされ、専

門取引所などで円・ドル・ユーロ・人民元などの法定通

貨と交換することで入手でき、一部の商品やサービスの

決済に利用できる。紙幣や硬貨のような目に見える形で

は存在せず、電子データとして存在し、不正防止のため

に暗号技術を用い、ネット上の複数コンピューターで記

録を共有、相互監視するブロックチェーンで管理されて

いる。このため仮想通貨は「デジタル通貨」「暗号通貨」

とも呼ばれ、ビットコインの他にも 1 千種以上の仮想通

貨があるとされる。 

 仮想通貨は中央銀行や金融機関を経由せずにやりとり

されるため、海外などへの送金や決済時の手数料が安く 

 

 

すむほか、送金・決済時間を大幅に短縮できる利点があ

る。利用者の信用によってのみ価値が保証されており、

国や中央銀行の政策の影響を受けにくい。このため仮想

通貨は金融危機時に資金の逃避先となるほか、投機など

で通貨価値が大きく変動する性質がある。ネット上での

国境を越えたやりとりが容易で、取引の匿名性も高い。

一方、法律に基づく監視の目が届きにくいため、違法取

引、脱税、資金洗浄（マネー・ロンダリング）に利用さ

れやすく、テロや麻薬資金の温床となるリスクが指摘さ

れている。2014 年にはビットコインの取引所を運営す

るマウントゴックス社が経営破綻し、約 400 億円の損失

が出た。このため日本で 2016 年に成立した改正資金決

済法では、仮想通貨の取引所・交換業者を登録制にし、

取引所に口座を開くときは本人確認を求めることが義務

化された。なお電子マネーを広義の仮想通貨に含める考

え方もあるが、電子マネーは商品券のように発行会社が

取扱いをやめても残高分は払い戻してもらえるのに対し、

仮想通貨は利用者の信用のみに基づいているので、まっ

たく価値がなくなるリスクもあるという点で異なる。 

 8 月 2 日にビットコインが分裂して、新しい仮想通貨

「ビットコインキャッシュ（BCC）」が誕生し新たな局

面を迎えた。 

 ビットコインは投機として興味深い面もあるが、一瞬

にして無価値となる可能性もある。リスクヘッジを考慮

しての分散投資の選択肢として検討すべきである。 

 

担当 宝子山泰久 

 

 

村松君…納涼親睦会、8/17 開催、皆様是非ご参加を。 

匂坂君、三宅君、山口君、山本（由）君、藤吉君、服部

君、山本（三）さん、岡本君、北島君…大下会

員、本日は宜しくお願い致します。 

松井君…7 月の誕生祝いを頂いて。 

毛利君…元気です。家内の誕生日を祝って下さり有難う。 

船津君…大下さんスピーチよろしく。 

安藤君…台風は行ったがこれから暑くなるぞ！ 

橘（武）君…大下さん、ビットコイン解りやすく解説を。 

矢部（光）君…大下智明会員スピーチ乞うご期待！ 

宝子山君、中根君…大下智明会員、話題のビットコイン

の話、楽しみです。 

矢部（房）君…一昨日の土砂降り逗子市内でもテレビ報

道されました。防災対策の万全を求めます。 

臼井君…米山奨学委員会報告を少し時間頂きます。 

草柳君…話題のビットコイン勉強します。 

桐田君…毎晩冷え込み、妻が風邪を引き寝込んでます。 

菊池君…話題のビットコイン、卓話宜しくお願いします。 

岩堀君…もう 8 月です！暑いですね！ 

横山君…納涼会参加宜しくお願いします。 

森澤君…大下会員、卓話楽しみにしてます。 

清水（惠）さん…もう 8 月、以前ほど蝉の声が聞こえな

い。 

小西君…本日は地方創生会議があり、途中退席します。

すみません。 

桐ケ谷君…8 月に入りました、夏本番です！ 

清水（信）君…暑い日が続きます。 

ニコニコＢＯＸ本日合計   ￥４２,０００      累計 ￥２０８,０００ 

 

卓話 今話題のビットコインの話 
野村証券 横須賀支店副支店長 

大下 智明会員 


