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第188回例会昭和61年5月13日（火） 晴

ニー

◇宮尾幹事報告

1．本日例会終了後、親睦活動委員会を行い

ますので、委員の方は1F葵の間にお集ま

り下さい。

2． ロータリーの友5月号が来て居ります。

お帰りにお持ち~ドさい。

◇ボール・ハリス・フェローメダル授与

久保田皓君

◇菊池会長挨拶

夏の風物詩として、1300年の歴史をもつ岐

阜の「う飼い」も幕をあけ、風薫るr五月晴れJ
には汗ばむ程に愈々初夏の候となりました。

本日は鈴木県知事をお迎えしております。公

務御多用の中、当クラブの為に貴重な時間を

お取り頂き誠に有り難うございました。後程

講演の方よろしくお願い申し上げます。さて、

鈴木知事は、この度、日航の名古屋一ホノ

ルル定期直行便就航を記念し5月5日にハワ

イを訪問し、アリヨシ知事と懇談親善を深め

られ8日に帰国されたばかりで、本当に御苦

労様でございました。名古屋は東京、大阪に

比べて発展のテンポが大変遅い様に思われま
す。名古屋国際新空港も漸く話題になっては
来ましたが、都市の発展は何と言っても、航

空機、鉄道、道路等交通の発鰻に追随するも

のであり、その点この度の名古屋国際空港の

整備と同時に国際直行便就航は誠に結構な事
と思います。今後、益々国際化と相まって活

気のある他に類を見ない素暗しい中部圏を早

急に建設する必要性を痛感する次第でありま

す。今や東京は厳戒の中で行われた東京サミ

、ソトも各国首脳の満足の結果を以って終わり、

変って政府公賓として英国チ剣,－ルズ．皇太子、

ダイアナ妃御夫妻が来日され、国民上げて歓

迎申し上げております。チャールズ皇太子は

1948年11月14日、エリザベス女王の長男とし

て生まれ、正式名を「チャールズ・フィリッ

プ・アーサー・ジョージ」と言い、ダイアナ

◇“我等の生業”

◇出席報告

会 貝 59(58）名 出席46名
出席率 7931％

前 回 5月6日（修正出席率〕100妬
◇ビジター紹介 11名

◇お誕生日祝福

和田君（4／28)、秋山君（5／2)、太田君(5

／15）

◇ニコボックス

小牧RC河村嘉男君いつも西村様にお世

話にな≦ています。

菊池昭元君、宮尾紘司君鈴木県知事に
感謝して。

渡辺辰夫君入会のご承認をいただき、有

り難うございました。今後共よろしくお願い

致します。

斉藤康二君ホームクラブ大変御無沙汰し

ました。結婚記念日祝い。

小笠原清君此の度、入会させていただく

事になりました。今後共よろしくお願い申し

上げます。

菅原宣彦君渡辺辰夫君の入会を祝して。

大谷和雄君 「価値ある功絞髄」の受賞を

記念して。

寺澤竹三郎君民事（土地）の裁判で9年

かかりましたが、高等裁判所で結審し勝訴し

ましたので。

有志一同旧友浜ちゃんの日本料理"竜むら”

オープンを祝して。千種ロータリーの皆さん

有り難う。 、竜むら”開店の内祝いとして。

新美 敢君浜口君への友情を‘感謝します。

松藤国弘君ゴルフ会で初めて優勝致しま

した。パートナーの菅原さん、永井さん、小

林さん、応援有り難う。

和田正敏君秋山茂則君太田茂君
お誕生日祝い。

黒須一夫君結婚記念日祝い。
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妃は1961年7月1日にアルソープ子爵の末娘

として生まれ、お2人は1981年7月29日結婚。

焚圃のｼｬｰﾉｰリスト達はこの夫斐の外遊する事

を！~へ．ソドライン・ メーキング・ツァー」、

即ちr新聞“見出しを作ってくれる旅」 「絵

になるカップルの旅」と言い‐皇太子の絶妙

なジョークとダイアナ妃の若さと美しさと魅

惑のダイアナル･ソクが旋風を巻き起こしてい

ます。 今日は他クラブの卓話で聞いた『お

金のはなしJをさせて頂きましょう。まず

1貨幣の裏表はどちらか？』現行の貨幣は貨

幣法、臨時通貨法、形式令政令で貨幣の根

拠や形式が定められているが、その何れにも

衷表に関する記述はありません。造幣局では

製造する上で製造年の人って居る方を裏とし、

明治30年5月貨幣形式令が制定されて以来慣

例となっています。次に「同額面ばかりで支

払い可能の貨幣の枚数は？」現行のコインは

臨時通貨法に基づいて発『jされ、コインの通

行力の限度が定められており、同額面ばかり

で支払いが出来るのは20枚迄で、21枚以上I1j

して拒否されても仕方ないのであります。即

B100円玉は2千円迄、501:IJ玉は千円、 10円

玉は2白円、 5円玉は白･'･ﾘ、 1円玉は二拾円

迄と定められています。勿論、お札の方は関

係ありません。又、 r灰になったりうっかり

洗椛で破損した時、取換えてくれる基準は？」

I]銀の定めは2/3以上原形があれば全額､1/2

以上2/3以下は半額、 2/5以下は失効です。

例え燃えても灰が2/3以上原形を止めて居れ

ば、全額取換えてくれます。灰になっても大

切に扱う事が第一です。次に「世界の紙幣の

蚊も高額なものは？」現在流通している主な

る高額紙幣は、アメリカの100ドル、フラン

スの500フラン、イタリアの10万リラ、西ド

イツの千マルク、日本の1万円ですが、特殊

な物としてアメリカに『幻の紙幣」 1万ドル

札が流通最何と400枚だけですが、現在も有

効と高う事です。アメリカ政府は、1944年7

月以来印刷を中止。1969年には財務省が100

ドル以上の紙幣は発行しない!j『とした為、 1

万ドル札の現在の流通量は400,枚だけと言う

蝋です。少しでも参考になればと思い挨拶に
取り上げて見ました。

◇新入会員紹介

昭和13年7月13日

日本生命保険相互会社

名古嵯東支社

千穂区今池4－1－29

日本生命今池ビル

TEL741-0231

支社長

千種区田代本通り1－28

コーポ滴友307
TEL752-0176

宮尾紘可

生命保険

親睦活動

生年月日

輌業所

位
宅

地
自

推薦者

職紫分類

委員会

へ

邦画.

瀞
、

鐵辰夫稽
昭和3年4jjl日

株式会社'･l:'部名占膿支店

中村区名駅3－22－8

大東海ビル7F
TEL 571-5141

取締役

千種区山門町1－71

覚王山マンションl－B

TEL761-0349

菅原賞彦

冷暖房技術

親睦活動

氏 名

生年月日

班業所

位
宅

地
自

推薦者

職業分類

委員会

へ

◇講 演

“活力ある地域づくりを”

愛知県知事

鈴木礼治氏 （紹介菊池君）
凄…鰹硬

鴬

氏 名小笠原清君

－2－



現代の世相を端的に言うならば1． 高令化

2． 国際化、 3． 情報化の三つに尽きます。

情報化は発展すればするほど一点集中主義

になります。その方が効率が高いからです。

本来政治も経済も一ケ所に集まることは好ま

しくないのですが、若し東京が潰滅したとし

ても地方都市では、それに替る準備ができて

おりません。ひき合わないのです。

10年程前過密過疎という言葉がありました

が、今は影を潜めています。そして今や東京

は国際的にも世界の中枢都市となっています。

私共地方が国際化といっても東京の勢い、エ

ネルギーには到底及びません。

一方、高令化については、健康で永生きし

たいと誰もが願っておりますし、又、行政も

保健・衛生等に努力してきました。フランス

で116年かかった高令化が日本では26年で達

成しました。先日蒲郡市の竹島橋が懸け替り、

その竣工式の渡り初めに3世代1組の夫婦が

18組勢揃いし全く壮観でした。ちなみに50年

前に橋ができた時は1組しかいなかったそう

です。高令化が本当に進んだのだなと実感し

ました。人生は50年から80年の時代になった

のです．このような時代に対応しながら私共

も地域の活性化を計ってゆかなければなりま

せん‘．－つの例を掲げるならば岡多線があり

ます。岡崎から高蔵寺まで、すでに90妬がで

きあがっているのに国鉄は中止してしまいま

した。それ程私共の地域の評価は低いのです。

東京が政治、金融の中心なら私共の地域の特
色は生産の中心として生きるほかありません。

最近伊勢湾岸道路、 とりわけ名古屋港に懸る

3つの橋が脚光を浴びていますが、幸い建設

大臣の了解も取りましたので、民活でこれに

取組み早急に着手したいと思います。活発な

経済活動を展開するには、先づ交通網の整備

でしょう。国際空港に通ずる道、インターか

ら中心地に通ずる道が現状では近代都市とし

ての体裁をなしていません。西尾名古屋市長

に協力し活力ある地域にしてゆきたいと思っ

ていますのでよろしくお願いします。

（文責木全）

◇青少年交換学生清水絵里さんより近況報告

無事にFlinFlonに着きました。こちらは
ほとんど雪が残っています。時差は15時間、

気温－4℃。でも、あまり寒くありません。

昨日、銀行へ行って口座をつくり、学校を見

学して来ました。

たぶん私は、 1年で6科目とることになると

思います。

皆、 とても親切で、いろいろと気づかつてく

れます。できるだけ早くこちらの生活に慣れ

て、自由にやりとりできるようにがんばりた

いと思います。まずは報告まで。

浦水絵製

◇第260地区豊山一城北ロータリークラブ

認証状伝達式ご案内

と き 昭和61年6月29日（日蝿日）

ところ ホテルナゴヤキャッスル

名古屋市西区樋の口町3－19

TEL(052) 521-2121

登録 13;00～13:15

式典 14;00～15;30

催事 15:30～17:00

（名古屋城観光・お茶席~友愛広場催事）
祝宴

17:00～19:00
アトラクション

登録料 会員/ 18,000円

ご家族/ 15,000円

作りものでない演技

シェークスピアの言ったように、世界が舞
台なら、国際奉仕は、舞台で演じられる最も
重要な作品であります。第4奉仕部門でなさ

れる数々の親切な振る舞いが満員の聴衆を前
にして演じられ、聴衆は、永遠に幕が下りな
いことを願います。

一

（情報抄録より）

－第36回ゴルフ会成績一

（さなげC.C.5/8(木))

RA1K NAMEOUTINGHもpNET
優勝松藤国弘42 39 81 16 65

準優勝加藤敏昌50 50 10029 71

3位永井正義39 43 82 11 71

4位小林 明44 46 90 19 71

5位小坂井盛雄45 53 9826 72

B B木全昭二52 52 104 15 89

（参加者14名）

－第14回夫人ゴルフ会成績一

RAIK NAMEOUTINGH'cpNET
優勝竹内逸子55 581134271

準優勝小林照子57 61 11846 72

3位谷口尚子65 63 12846 82

◇例会変更のお知らせ

名古屋大須RC 5/22(木）チャーターナイ

ト一周年記念の為、名古屋

観光ホテル「伊吹の間」に

て18:00より

名古壁瑞穂RC 5/29(木）春の家族会の為、

5/25（日）犬山方面へ8:30

より

名古屋守山RC 5/31(土)「夜間例会」の為、

5/30(金）名古屋不二パーー

クホテルにて18;00より

◇次回例会（ 5月20R)

講演 、育ちそこねた子供たち”

愛知県立大学教授

111田正敏先/上 （紹介武内君）

◇次々回例会（5月27日）

講演 ‘私の職業について”

会員 吉田節美君

へ
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◇分区別会員数及び出席率

昭和61年3月最終例会日現在

例
会
数

出席率 前月会員数 増減クラブ名 会員数分区

－ 1半 田

半 田 南

東 知 多

名 古 屋

名古屋千種

名古屋東

名古屋北

名古屋名北

名古屋名東

名古屋南

名古屋港

名古屋瑞穂

名古屋守山

名古屋中

名古屋西

名古屋大須

名古屋東南

名古屋和合

東 海

常 滑

9569 1 44 737272

46 100. 00 4

52 95．10 5

229 95．13 4

57 95．43 4

446

52 5

229 4

457

46 0

052

－ 1230

057
へ

0尾 9960 1 55 104104104

99．65 1 33 101 ＋ 2103103

0張 55 1 10000 1 4455 55

062 1 100.00 1 4462 62

第 99．76 1 44 120 － 1119119

113 － 11 12 1 100.00 1 331 12

73 100.00 4

86 98．77 4

1 15 99． 12 5

73 4

486

51 15

73 0~~

86 0

117 － 2分

150 0150150 98．27 1 44
へ

064 98．82 4

82 10000 4

88 100.00 4

59 97．03 4

67 100.00 3

464

482

488

59

67

4

3

64区

082

88

60

0

－ 1

68 － 1

1，795 1,80 1 － 620C

増減における士は前月比

（ガバナースレターより）
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