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第1854回2022年(令和4年)5月31B(火）
あやめ・菖蒲・杜若の違い（1）花びらの付け根

あやめと菖蒲、杜若の見分け方で、もっとも分かりやす

いのが花びらの付け根を見ること。 「－体どれ？」と迷

ったら、花びらの付け根を見てください。見分けるため

のサインが見つかります。 あやめ． ・ ・ ・ ･網目状三

蒲． ． ・ ・ ・ ･黄色杜若・ ・ ・ ・ ・ ・白い筋3つの違いをまと

めると、花びらの付け根を見たときに、模様が網目状な

らあやめ、黄色い模様が入っているなら三蒲、白い筋が

通っているなら社若。こうして整理すると、すっきりし

ます。
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卓話； 『神も仏も・ ・ ・』

会員吉田玄君

◆それでこそ□－タリー

◆出席報告

正会員 30(26)名

出席率 84．62％

出席22名

あやめ・菖蒲・杜若の違い（2）育つ場所

あやめと菖蒲、杜若は、実は育つ場所も違います。

あやめ． ・ ・ ・ ･陸地杜若． ． ‘ ・ ・水の中 三蒲･ ・ ・ ・ ･水辺

菖蒲が好むのは､いわゆる水辺｡水の流れに沿うように、

菖蒲が群生して咲く姿は圧巻｡初夏の風情を演出します。

あやめ。菖蒲・杜若の違い（3）咲く時期

あやめと菖蒲、杜若を見分けるなら、咲く時期も－つの

目安です。咲く順番に並べると、こうなります。

杜若･ ･5月中旬あやめ･ ･5月中旬～下旬菖蒲. ､6月

～7月中旬杜若とあやめが咲き始めるのは5月中頃。

新緑が茂り、夏の気配が漂い始める頃です。やや遅れる

ようにして、三蒲が咲き始めます｡三蒲が咲くのは6月

～7月中旬、ちょうど梅雨の時期に当たります。雨が多

い時期に咲く三蒲は、雨に濡れる姿も優美。紫陽花と一

緒に楽しむこともできます。しかも花期は、およそ1か

月。長く咲くのも薑蒲の特徴です。

あやめは、乾いた土地で育ちます。花びらの付け根を見

れば、網目状の模様があるはず。背丈が低めなのも特長

の一つ。30～60cmほどと、やや小ぶりです。

菖蒲は、花びらの付け根が黄色く色づいています。梅雨

の時期に見頃を迎えるのも、菖蒲の特徴と言えるでしょ

う。ちなみに三蒲は日本人の美意識に合い、古くから愛

されてきました。江戸時代から改良が三ねられたのだと

か。花の色は、白、桃、紫、吉、黄など多数あり、絞り

や覆輪などとの組み合わせを含めると5,000種類ある

といわれています｡5000種類とはすごい数ですよね！

全国各地に三蒲園がありますので､梅雨の楽しみにぴっ
たりです。

幹事報告

（幹事･副幹事とも欠席のため会長より報告）

1 ~本日の配布案内①次年度「□一タリーの友」購読
アンケート

2．本日の例会終了後、第11回理事役員会を行います。

今期理事役員の皆様は4F「栄の間」にお集まりく

ださい

3．次年度各委員長におかれましては、委員会事業計画

クラブ計画書用原稿のご提出を期日までに宜しく

お願いいたします。

犀ウ会長挨拶

皆さんこんにちは、今日は、あやめ

と薑蒲、杜若（かきつばた）の見分

け方についてお話しさせて頂きま

す。

あやめと菖蒲､杜若(かきつばた)。

どれもよく似ています。しかも、あ

やめもしょうぶも漢字で書くと薑
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蒲。 「違いがよく分からない！」という方も多いのでは

ないでしょうか？実は、花びらの付け根を見れば一目

瞭然｡見分け方を知っていると､きっと楽しくなります。

あやめと三溝、杜若の違い、見分け方を紹介します。

義長舞一マ繍麟雛詞惣輪篭砿勝蕊し《蕊崖した回=ﾀﾘｰﾗｲﾌを』 零級職識謂轄極恥Lで龍'り誇薪。



そして杜若は、水の風景が似合う花。花びらの付け根に

白い筋がすっと入っているのが目印です。杜若は、尾形

光琳の『燕子花図屏風』でも知られる花。ちなみに漢字

は杜若ではなく、 「燕子花」と書きます。また、カキツ

バタは愛知県の花でもあります。

ず元金以下になって尚且つ追いはきのように手数料が

掛かる1円玉を預金する人はいなくなります。

手数料は金融機関ごとに微妙に異なっていますから

余計混乱します。実際、ある時、当社の御寶銭も金融機

関が計算間違いをして、手数料を余分に払わされた事が

あります。ゆうちよ銀行でも手数料計算が複雑すぎて、

出納の際は未だに非常に緊張すると言っていました。

1円5円等の貨幣とはいえ、国の貨幣価値を国が自ら

否定するのもどうかと思います。思い切って1円5円

の少額硬貨を廃止して貰った方が良いような気になり

ます。

預金するにも払い戻すにも、両雪をするにも手数料手数

料で、未だに納得がいきません。

最後に一つ、豆知識を。

菖蒲というと、端午の節句のときに入る「菖蒲湯」を思

い浮かべる方も多いでしょう。でも実はあの菖蒲、ここ

まで見てきた、いわゆる“花三蒲”とはまったくの別物

なんです。菖蒲・ ・サトイモ科（もしくはショウブ科）

花菖蒲･ ･ ･アヤメ科 そうなんです！菖蒲湯のときに

使うのは、サトイモ科（もしくはショウブ科）の植物。

花もとても地味で、まるでガマの穂のようなかんじです。

「何れ菖蒲か杜若」 （いずれあやめかかきつばた）とい

う言葉の通り、たしかにあやめと杜若はよく似ています。

さらに花菖蒲も入ると、さらに複雑に…････それもその

はず、すべて「アヤメ科アヤメ属」の仲間なんです。で

も､花びらの付け根を見れば､すぐに見分けがつきます。

これまで、あやめと菖蒲、杜若の違いが分からず悶々と

していた方は、ぜひ見分け方として活用してくださいね。

当然、当社でも非常に困りました。当社はゆうちよ銀行

へ御賓銭を預けてはいませんが､他の殆どの金融機関で

は以前から既に預け入れ手数料を実施しています｡損失

が出ることが分かっていて預金はできません。

1月の御寶銭中、硬貨は合わせて約10万枚近くに及び

ました｡100円玉500円玉の一部は当社でも釣銭とし

て保管しますが､あまりにも大量の少額硬貨は何ともな

りません。計算も大変で、硬貨計数機も購入しました。

ただ､計数機を使っても預け入れ手数料は変わらず掛か

ります。
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帰宅された際､ポケットにある小銭を適当な箱へ入れる

方もあるのではないかと思いますが、 1月17日以降、恐

らく家庭内の貯金箱などからと思われる1円玉5円玉

10円玉の御賓銭が急増しました。結杲、硬員が多すき

て金庫に入らなくなりました。硬貨ですから金額に直す

とそれ程の額ではありませんが、1円玉は1枚19，10

円玉は4.5gです。 1万枚だと1円玉で10kg、 10円

玉で45kg、全部だと何百kgにもなり重いのなんのっ

て、腰も床も抜けそうでした。

「貯金箱」という単語が死語になるのではないかと思い

ました。子供の家庭内貯金もなくなるかもしれません。

少額硬貨はできるだけ持つ事を避けるようになり、 「－

円を笑う者は一円に泣く」という諺も這用しなくなりそ

うです。

ちょっと話しが逸れますが、硬貨を見ていて、中で最

も汚れが付きやすいのが5円玉だという事が分かりま

した。銅と亜鉛の成分が汚れを拾いやすいのかもしれま

せん。

そして勿論当社だけではなく日本全国の神社仏閣で大

騒ぎです｡神社界や仏教界向けの機関誌や雑誌でも大き

く記事に取り上げられたりしていますが､中ﾉﾏ解決の方

法がありません。また地域によっては手数料を免除して

いる金融機閨もあったり、全ての社寺が困っているとも

限らず各社の足並みも揃いません。

我々にとっては大惨事です。

卓話 「神も仏も． ． ． 」

会員 吉田玄君

今年1月17日。何の日だったか記憶

されていらっしゃるでしょうか。小

正月も過ぎてホッとした頃です。

当社は大慌てでした。その日を境に

1円5円10円硬貨の御饗銭が増

えること増えること。

そう、実はとうとうゆうちよ銀行が硬貨の預け入れに手

数料を掛けるようになった日です。ゆうちよ銀行以外の

金融機関では以前より預け入れ手数料を設定している

ところが多いのですが､今回ゆうちよ銀行ATMだと硬

貨1枚の預金でも110円取るような極端な設定になっ

ています。

【この表をご覧になって下さい】

これは、ゆうちよ銀行のものでは無く、ある金融機関の

窓□での預け入れ手数料ですが､大体どこも似たような

ものです．どんな種類の硬貨でも、 100枚までは預け

入れ手数料無料ですが、101枚～500枚を貯金すると

550円、501枚～1,000枚だと1,100円、 1,001

枚～1,500枚で1,650円、それ以上だと500枚毎に

550円加算です。金額では無く枚数で計算しますから、

複雑になります。

例えば1円硬貨を101枚預けると550円請求され、

10,001枚だと11,550円、 100,001枚だと

110,550円請求されます。つまり高額の貯金程優遇さ

れる、という常識がひつくり返ってしまう状態になって

しまったのです。これは飽くまでも枚数に対して掛かり

ますから、額面が5円10円50円100円500円の

硬貨でも枚数毎の手数料額は同じです。そうすると10

円玉以上だと辛うじて元金以下にはなりませんが､5円

玉は場合により元金以下になります。何億円預けても必

先日、知人が訪ねて来て、四国八十八箇所巡り用の御賓

銭に使うので、両替して欲しいといいます。閏くと、－

箇寺で三箇所から四箇所の御堂をお詣りするので、 1円

玉を500枚欲しいと頼まれました。当社に取っては有

難いのですが、この1円玉が八十八箇寺に配られ、住職

さん達はまた預け入れ手数料で苦労されるのかな、と複

雑な気分でした。もう少し大きな貨幣で御供えして下さ

いよ、といいかけましたが止めました。



一

ある金融機関のATMに毎日500枚くらいの硬貨を入

れたら、その度にATMがストップしてしまい、投入枚

数を控えてくれといわれた寺院もあります。

「1円玉5円玉10円玉の御賓銭はご遠盧下さい」と

貼り紙をした神社もあると聞きました。

テレビニュースなどでもこの大惨事が度ﾉﾏ流されてい

ました。中にはポスターを作成し近隣の商店などに呼び

掛けて両替を始めた神社も幾つかあり、それもニュース

ネタになっていました。

恐らくこれほど今回の手数料の影響を受けたのは神社

仏閣くらいのものではないかと思います。

から、対抗策として1円玉は全部義援金として寄付し

ようかという社寺もあります。ただ大量の1円玉を持

ち込むと金融機関は露骨に嫌な顔をします。

共同募金運動等にも影響が有るので、募金受入団体も困

惑しています。

この預け入れ手数料騒動については他にも色々なエピ

ソードがあります。その一つに、ゆうちよ銀行のパニッ

ク事件がありました。名古屋貯金センターではゆうちよ

銀行支店業務の管理を行っており、各支店に預けられた

金銭は全てここに集められているそうです。しかしこの

1月17日の直前、まだ預け入れが無料の時期に一般の預

金者から大量の硬貨駆け込み預金が起きたそうで、各ゆ

うちよ銀行宛に「硬貨の重量で床が抜けたのでこれ以上

硬貨を持ち込まないように」と貯金センターから指示が

あったそうです｡各ゆうちよ銀行支店も硬貨の置き場所

がなくパニックになったようです。

スーパーのセルフレジで大量の硬貨を入れて精算する

人もいるようで、そこでも硬貨が詰まってレジが止まっ

たりしています｡スーパー側も耐えかねて､硬貨は20枚

までとか制限し始めました。

また米国の両替会社が、円硬貨を9.9％の手数料で紙幣

や買い物券に交換する「コインスター」という両替機を

スーパーなどに置いているようです。

或いは「ポケットチェンジ」という、日本円も含む外貨

を電子マネーに両替する自動機がありますが､金融機関

の硬貨預け入れ有料化の影響で円硬貨の大量投入によ

る障害が発生し日本円の取扱を中止したそうです。

ただ昨今の金融機関が行っている何でもかんでも手数

料を掛けるような傾向は、キャッシュレス化を普及させ

たい政府の影も見えるような気がします。

家庭内に眠っていた硬貨のかなりの量が吐き出された

のは確かだと思います。

一般小売店では社寺と逆で、釣銭用の硬貨が必要です。

これはコンビニの店長から聞いた話しですが、日に何回

も一万円札で少額の商品を買いに来るお客さんがいて、

その度、百円玉での釣銭を要求するそうです。実は金融

機関で両替をすると非常に高い手数料を取られるので、

近所の小売店の人がコンビニを両替機替わりに使って

いたという事です｡店主が対応すれば断れるがアルバイ

トの子では断る事もできず､非常に困ったといっていま

した。終いには、迷惑なので両替目的の来店は止めてく

れといい渡したそうです。

この両替手数料には多くの小売店が困っているようで

す｡金融機関に両替カードというプリペイドカードを作

らされ、－日に一人一回しか両替ができないとか、色々

制約があるそうです｡そこで家族全員の両替カードを作

り、一度に4人分5人分の両替をしたり苦労をしている

と聞きました。

実は当社も昨年秋からいくつかの小売店さんと協力し

て両替を行っています。小売店さんは釣銭用に硬貨が欲

しい、社寺は硬貨を持て余している、と言う関係です。

電子マネーが増えたとはいえまだまだ釣銭が必要不可

欠である店舗が多く、皆さん我々とは逆に釣銭用硬貨へ

の両替手数料が大変な負担になっていますので、そうい

う小売店さん何店舗かと協力し合っています。

最近では両替の□－テーションが丁度良いバランスに

なり金庫に余裕が出てきました。ところが面白いもの

で､各店舗で両替が必要になる時期が重なりこちらに硬

貨の在庫が不足する事があります｡そこで今度は近隣の

神社へ呼び掛けて硬貨を持ってきて貰いました。すると

やはりどこでも困っていたと見えて大量に運び込まれ、

また金庫が一杯になってしまいました。なかなか出と入

りの在庫管理は難しいなと思っています。

先日、ふと我に返って『あれ、なぜ神社で両替商をやら

なくてはいけないのか？』と思い、釈然としない昨今で

あります。しかも手数料は頂いていませんから何だか変

な事になっています。なお現在両替業務について認可は

不要なようです。

しかしポスターやネットであまり広く呼び掛けるの

も防犯上のリスクがありますから、親しい店舗とだけ内

輪のグループで行っています。

釣銭が必要そうな店舗だと思って聞いてみたら、うちは

娘婿が住職なので困っていないという店もありました。

御賓銭のキャッシュレス化も時々話題になりますが､御

寶銭は基本的に「寄付行為」に当たり、キャッシュレス

の御寶銭を「送金」扱いするPayPayなどではシステム

としての決済サービスから逸脱していると解釈されて

います。

実際に御寶銭のキャッシュレス化を行った社寺もあり

ますが､一年を通じてそれを利用した人は御寶銭奉納者

全体の1％に満たなかったといいます。

そう多くはありませんが、御賓銭ではなく御守．御札に

ついては、既にキャッシュレスを導入したり、通販シス

テムを導入したりしている社寺もあります｡特にコロナ

禍の影響で旅行や行動が制限され、実際に参詣ができな

いので通販による授与が増えたという事例が見られま

す。旅行者が減少した観光地などの神社はより深刻で

す。

しかしその所為で、御守を『お買い物かごへ入れる』と

か、商品扱いに近い表現がでてきます。あまりキャッシ

ュレスや通販を派手にやると、御守へ課税されるように

なるのではないかと心配をする向きもあります。

確かに､御守や御札などは実際にお詣りをして受ける事

が大切で、お詣りもせずにアマゾンのようなお手軽通販

を利用するのは相応しくないような気もします。

しかし、御朱印などはメルカリなどに沢山出品され、ブ

社寺から見ると、ご寄付頂いた浄財を預金するのに手数

料が掛かって目減りしてしまう事には抵抗感がありま

す。

なお災害義援金の払い込みには手数料が掛かりません



'第11回理事役員会議事録 5月24B(火)レミアがついて売買されています。当社の御朱印もメル

カリやヤフオクなどに出されているのを見ますが､あま

り愉快ではありません。

転売を防ぐ事はできないので仕方ないのかもしれませ

んが。

【承認･報告事項】

1.次年度予算案および今後の会費見直しについて

・一般会計に､ニコボックス(奉仕事業会計)を入れる

ことはせず､別会計を維持したい。

・減額できる経費として以下項目を減額

①親睦費を30万減額

②会場設営費を皆出席の記念品をなくすことで10万

減額

会費見直し緊急対策案として上期2万円･下期2万円

の増額

＊理事会承認の半期2万円(年間4万円)増額案を臨

時総会で諮る

2. 2022-23年度委員会組織表変更報告

3. 2022-23年度地区補助金額決定いたしました

地区補助金額1,088ドル

送金時のRレートにより換算された円の振り込み
4．休会届大口弘和君より次年度休会のご連絡

少々話しがずれました。

それにしても大量硬貨の整理は大変です。しかもかなり

古かったり、破損していたり、汚れて日本のものか外国

のものなのか見分けがつかなかったり、中には1円玉

ばかり1,000枚以上を袋に入れたまま御寳銭箱の中に

落としてある事も何回かありました。特に少額硬貨とい

うのは汚れ・変形が酷く、一体硬員なのか何なのか判別

できないようなものまであります。またゲームコイン・

外国硬貨なども一緒くたに入れられます。おまけに真ん

中に穴が空いている5円玉などは、態々穴に紐を通し

て何十枚か束にしてあるものもあります。

それをそのまま硬貨計数機に入れると必ず詰まって機

械が停止か故障します。どんなに高性能計数機を使って

もそういうものは故障の原因になります｡不良硬舅はあ

る程度手で選別しそれから計数機にかけます。そんな作

業をしていると段々不機嫌になってきます。

神職になった際､まさかボランティアで両替商をやると

は思いも掛けませんでした。

こういってしまうと身も蓋もないのですが､預け入れ手

数料のお陰であたふたしている社寺から見ると「神も仏

も大慌て」と言いたくなるような時代であります。

しかし初詣の時期にはまた硬貨の在庫が急激に増えま

す。来年のお正月はどうなることやら。今から戦々恐々

としております。

という訳で、今後御費銭は是非100円硬貨以上でお願

いできれば有難い限りです。また紙幣だともっと嬉しい

限りであります。

愚痴のような卓話で申し訳ありませんでした。

両替が必要な方はどうぞご相談下さい。

弁
6月の例会内容のお知らせ☆

6写はロータリー藷活動霜です

6月7日（火） 休会定款規定

6月14日（火) 12:30 東急ホテル3F錦の間

友愛の日

・会員3分間スピーチ笹野義春君

・ゲスト／米山奨学生文都日梛さん

例会終了後第12回理事役員会(今期･次期合同）

6月21日（火）今例会変更18:00

東急ホテル4F雅の間

今期最終例会(夜間例会）

〆
6月28日（火） 休会定款規定

’ ’ ●●●●●e●●●●の｡
■｡｡●●●●●の◆●●も●●①●●●●●

松岡多加倫

「日の出」で蛤を食べてきました。当日お集まりいた

だいた皆様､ありがとうございました｡来年の予約は

取らずにおきましたが、また行きたい方はお申し出

ください。

中村明文 会員誕生日お祝い

足立一郎 朝倉寿宜 福井浩道

長谷川亨 林 永芳 池森由幸

伊藤健文 加藤重雄 宮尾紘司

太田和孝 大谷 恩 笹野義舂

重見有美 谷口 優 東原相次郎

舎人経昭 山村雅美 吉田 玄

20件|合計60,000円’

ご案内

機関雑誌『ロータリーの友』2022年7月号より

印刷版と電子版の取り扱いが始まります

クラブ専用の｢ID｣｢パスワード｣によりパソコンやスマート

フォンでの購読になります。

☆電子版をご希望の方は､5月末までにお申し込みを

お願いいたします。

●●●●●口●●●●●●｡●●●●●①●●●●●●●●●●●●●●●●●●｡●●●■●●●■ ①●･旬｡■ 00■●●凸･●●の●○凸◆｡■●●凸｡●

次回例会: 2022年6月14B(火) 12:30 名古屋東急ホテル3階錦の間

友雲雪の日

墓ゴポ守年糞……


