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☆歌唱 「手に手つないで」      ☆会長挨拶 ５０年を振り返る ― 1971 年 

☆幹事報告         ☆委員会報告 親睦、情報 

☆卓話：ゲストスピーカー 田中正昭様（藤沢税務署副署長）・谷津美伸様（藤沢税務署統括国税調査官） 

RI 2780      茅ヶ崎ロータリークラブ週報  

                      

第 51 代会長 河本啓伸 
第 51 代幹事 横山宏実 

1960   8  10 

2010 年 11 月 25 日（木） 第２４６４回例会 天候：晴れ 司会：横山宏実幹事 No. 21 

＝本日の例会行事＝ 

年 月 日創立 

地区 

地域を育み、大陸をつなぐ 

創立５０周年を祝おう 2010～2011 年度 

◎ゲスト・ビジター紹介 

田中正昭様（ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ・藤沢税務署副署長） 

谷津美伸様（ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ・藤沢税務署統括国税調査官） 

三橋一也様（岡本会員ｹﾞｽﾄ・(有)三橋工芸社 代表取締役） 

◎幹事報告 

◇ＲＩより １２月度ロータリーレート １＄＝８２円 

◇台北西北区扶輪社より 台北西北ＲＣ創立５０周年記

念式典参加者へ贈呈用「ベスト」のサイズ通知の依頼 

◇タウンニュース 

◎例会変更    

☆平塚南 12/10(金) 12：30 点鐘 平塚プレジール５階 

◎会報 着   

茅ヶ崎湘南（ﾒｰﾙ配信） 

◎委員会報告 

親睦［岡本担当］オークション出品のお願い、12/10 須川

会員送別式のお知らせ 

情報［小澤担当］2013 年規定審議会についての報告、

出席免除者についての計算方法変更の確認、新会員

の集いについての告知 

＜茅ヶ崎ロータリークラブ＞第 12 代会長：伊藤留治 幹事：

堀村好作 会員数：５３名 年間出席率：98.22％ スマイル：

1,174,705 円＜ＲＩ＞アンスト Ｇ.ブライトホルツ Ernst G. 
Breitholtz（スウェーデン・カルマーＲＣ）good will begins 
with you 善意は先ずあなたから＜国内での出来事＞【社会的

出来事】沖縄返還協定調印式、ドルショック、ＮＨＫが全番組

をカラー化、ミスタードーナツとマクドナルド一号店が開店、

全日空ボーイング 727 型機と自衛隊のジェット戦闘機が岩手

県雫石上空で空中衝突し、双方が墜落した。全日空機の乗客乗

員 162 人が全員死亡した。【ヒット曲】あの素晴らしい愛をも

う一度（北山修＆加藤和彦）、また逢う日まで（尾崎紀世彦）、

わたしの城下町（小柳ルミ子）、おふくろさん（森進一）【スポ

ーツ】プロ野球オールスターで江夏が９者連続三振、大鵬引退

【テレビ】新婚さんいらっしゃい、おれは男だ！、スター誕生

【流行語】脱サラ、アンノン族、ニアミス【新商品】カップヌ

ードル（日清）、アメリカンクラッカー 

◎会長挨拶 ～５０年を振り返る ― 1971 年～ 

◎卓話こぼれ話・・・コインのウラ・オモテ 

 クリスマス家族会 

オークションの品 

よろしくお願いします 

卓話での田中正昭様のお話によれば、「日本国」という刻印があ

る方がオモテで、５円玉だけは例外だそうです。下の写真は真

ん中が谷津様、右が田中様。 



 
 
◎出席報告  池上 實会員 

日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 
１１／２５ ２４６４ ３５ ３４ ２６ ２ ６ ８２．３５％  

１１／１１ ２４６２ ３５ ３５ ２９ １＋２ ３ ８５．７１％ ９１．４３％ 

 
◎スマイル報告 杉本行廣会員 

大森久巳男君 藤沢税務署副署長・田中正昭様、藤沢

税務署統括国税調査官・谷津美伸様、お忙しい中よう

こそいらっしゃいました。卓話宜しくお願い致します。

三橋工芸社・三橋一也様ようこそ！ 
山口利通君 ①昨日チベットから帰ってきました。天

空 5,000ｍ以上を走る青蔵鉄道で 25 時間かけ、仏教の

メッカ、ラサへ行って参りました。②田中副署長様、

谷津統括官様、本日はご苦労さまです。先日は感謝状

ありがとうございました。 
古性武志君 ゲスト・ビジターの皆様ようこそ。田中

様・谷津様、本日の卓話は「お金の話」とのこと。私

も「お金」を扱っている商売（銀行）ですので、大変

楽しみにしております。 
程島利通君 藤沢税務署副署長・田中正昭様はじめ、

お客様ようこそ。 
岩澤 正君 田中副署長、谷津統括両官お揃いでよう

こそ。 
加茂正司君 藤沢税務署の田中様・谷津様、本日は「お

金の話」を楽しみにしています。岡本君ゲストの三橋

さん、ようこそ。 
河本啓伸君＆横山宏実君 先週の職場見学・フォーラ

ム・懇親会では加茂奉仕プロジェクト委員長、菅野職

業奉仕担当、成田フォーラムリーダー、ご苦労さまで

した。ゲストスピーカーの田中正昭様・谷津美伸様、

本日は卓話をよろしくお願いします。三橋様、是非一

緒にやりましょう。 
菅野 清君 お客様ようこそいらっしゃいました。田

中様、谷津様、卓話よろしくお願いします。先週の職

業奉仕フォーラムでは大変お世話になりました。あり

がとうございました。 
熊澤圓造君 田中副署長さん、卓話ご苦労様です。 
下里洋一君 田中様、谷津様ようこそ。卓話をよろし

くお願いします。三橋さん、是非入会して下さい。 
杉本行廣君 ゲストスピーカー及びゲストの方々、よ

うこそ。本日はよろしくお願い致します。先週の職業

奉仕の行事は前半・後半ともによかったです。担当者

の皆様、ご苦労さまでした。 
［本日 12 件、16,000 円でした］ 
 

１２／２２クリスマス家族例会のオークション用の品を是非例会時にご持参ください［親睦委員会より］ 

卓話：お金の話  

ゲストスピーカー・藤沢税務署副署長・田中正昭様 

藤沢税務署統括国税調査官・谷津美伸様 

【卓話概要】 
通貨は「紙幣」と「貨幣」に分かれていて、貨幣は政

府が、紙幣は日本銀行が国立印刷局に依頼して発行しま

す。紙幣は肖像画がついている方がオモテで、現在の紙

幣に施されたホログラムは最新のコピー機でもマネが出

来ないようになっています。コインは「日本国」という

言葉が入っている方がオモテで、年号の入った方がウラ

です。 
通用限度として、法律上は額面の 20 倍までとなってい

ます。つまり 300 円の支払いを 10 円玉 25 枚と 1 円玉 50
枚といった形で支払おうとすれば、相手はそれを拒否で

きる、ということです。 
印刷コストは１万円札で 25 円ほど。寿命は２～３年と

いったところで、古くなった紙幣は日銀で回収し、その

後外壁材などとして使われるとのことです。 
改刷は偽造防止のため 15～20 年に一度実施されてい

ます。最近では平成 16 年 11 月に行われましたが、偽札

の発見数が平成 10 年の 800 枚から、11 年 3,400 枚、12
年 7,600 枚、14 年 20,200 枚と増えてきたための措置で

した。新札が発行されると、自販機やＡＴＭの機械を作

るメーカーが儲かることになっていて、前回の改刷では

５千億円の経済効果があったと言われています。 
札に描かれる人物は財務大臣が決めることになってい

ます。なぜ人物像を使うのかと言うと、偽札を感覚的に

捉え易いということのようです。したがって、誰にでも

わかるものを、ということで、小学校の教科書から採用

しています。 
紙幣のサイズは縦は 76 ミリに統一されていますが、横

は１万円札が 160 ミリ、５千円が 156 ミリ、千円が 150
ミリになっています。 
破れたり、焼けてしまった紙幣は、もとの３分の２以

上残っていればもとの金額と交換してもらえます。５分

の２以上３分の２以下ですと、半額となります。 

田中様と１億円の束（注・勿論作りモノです） 


