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本日の出席率７７.０％：会員数４８名・出席２８名・欠席１０名・出席規定免除会員５名・ビジター２名

前々回の修正出席率９３.０２％：出席３３名・メークアップ３名・出席規定免除会員４名

　７月１８日ホテルオークラ JR ハウ

ステンボスで第３回市内８ロータ

リークラブ会長 ・ 幹事会が佐世保

東 RC のお世話で開催されました

ので、 芥川幹事と出席いたしまし

た。 席上佐世保南ロータリークラ

ブから、 先日行われた福田金治ガ

バナー激励会の決算報告があり、

余剰金 144,244 円を今回の西日本豪雨災害に対する義援金とし

て取り扱うということで承認されました。 また佐世保東ロータリー

クラブから市内８クラブ合同親睦ゴルフコンペを来年 4 月の土曜

日に開催したいという提案がされましたことを、 併せてご報告い

たします。

　このひと月、 睡眠不足の主な原因だったサッカーワールドカッ

プが終わりました。 日本のベスト１６進出は結果として素晴らしい

ことだと思いますが、 今回もヨーロッパから優勝国が出たことに、

サッカーというスポーツにおいての歴史、文化の差を感じました。

日本の夏を盛り上げる全国高校野球選手権大会の県予選も大

詰めを迎え、 暑い日はまだまだ続きそうです、 健康には十分注

意してお互い元気に盛夏を乗り切りましょう。

佐世保ロータリークラブ　円田 昭様

田代会長、 富永副会長、 八重野幹事の佐世保中央ＲＣ執行部

の船出を祈念しましてニコニコします。 元気で頑張ってください。

田雑さんお疲れさまでした。

田代 博之会長 ・富永 博美副会長 ・ 八重野 一洋幹事

先日の会長・幹事交代式は１００％出席でありがとうございました。

本日、 いよいよ新体制でスタート致します。 力が入り過ぎないよ

う、 自然体で務めさせていただきます。 一年間どうぞよろしくお

願い致します。
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”アットホーム” 中央で良かった！

１．来信
　　■ロータリー米山記念奨学会

　　　　 ・ ハイライトよねやま 220号　発行のお知らせ

　　　■ガバナー事務所

　　　　 ・ 地区補助金決定通知

　　　　 ・ 2740 地区ホームページ更新のお知らせ

　　　　 ・ＲＩ日本事務局 財団室ＮＥＷＳ（2018 年 7 月号）

佐世保南ロータリークラブ　西沢 雅幸様

北松浦ロータリークラブ　　 湊　浩二郎様

中央会 馬場 貴博幹事
　本年度、 溝上 純一郎会長 ・ 馬場 貴博幹事で運営してまい

ります。 ７月２２日石盛にて行います。ＡＭ７時集合です。 熱中

症には気をつけて、 水分補給を忘れずにお願いします。

　　　■佐世保市心身障がい児 （者） 育成協議会

　　　　 ・ 会員募集のお知らせ

　　　　

２．依頼・伝達
　　　 ・７月１８日 市内８RC 会長 ・ 幹事会

　　　　ガバナー激励会、 余剰金の件→西日本水害へ寄付

佐世保南ロータリークラブ　西沢 雅幸君
こんにちは！佐世保南ＲＣからメークアップに来ました、 西沢

です。 何回かメークアップに来ていますが、 田雑さんからの

夜のお誘いがいっこうにありませんので、 今日は隣に座らせ

て頂きました。 よろしくお願いします。

北松浦ロータリークラブ　湊 浩二郎君
北松浦ＲＣの湊です。 今期初めての中央ＲＣでのメークアッ

プです。 崎元会長はじめ、 皆様よろしくお願いします。

崎元 英伸会長・野村 和義副会長・芥川 圭一郎幹事
本日は、 佐世保南ロータリークラブからお越しの　西沢 

雅幸様、 北松浦ロータリークラブからお越しの 湊 浩二

郎様、 ご訪問頂きましてありがとうございます。 ワールドカッ

プも終わり、 溶けそうなくらい暑い日が続いております。 皆

様はいかがお過ごしでしょうか？室内にいても熱中症になる

とのことです。 こまめな水分補給をし、 体調管理に気を付け

てください。 また、 山瀧さん新店舗 「さいかい」 オープン

おめでとうございます。 この後の　島浦さんの卓話、 楽しみ

にしています。 どうぞ、 よろしくお願いします。
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ＳＡＡ： 橋口佳周君

次回例会／７月２６日　１２:３０～

指山 康二君
昔から一緒に 「佐世保のまちづくり」 活動を一緒に行ってき

ました。 自宅まで建てさせて頂いた、 島浦先生の卓話楽し

みです。 よろしくお願いいたします。

溝上 純一郎君
誕生祝い、 ありがとうございます。 ６８歳になりました。 ７月５

日生まれですので、 毎年多くの会員の皆様より早くプレゼン

トをもらいます。 特権です。

崎元 英伸君
７月１６日生まれです。 ６６歳になりました。 誕生祝い、 ありが

とうございます。

田中 啓輔君
５０歳になりました。 誕生祝い、 ありがとうございます。

芥川 圭一郎君
祝！ベスト４進出！海星高校の暑い夏は、 まだまだ、 続きま

す。

吉野 英樹君
何度目かの結婚記念日、 ロータリーで思い出させてもらって

ます。 ありがとうございます。

先週は４年に１度の北海道帯広世界の農機展に参加してき

ました。 ランボルギーニのトラクター等、 様々な機械を見て

勉強してきました。 メーカー主催の研修だったので、 すすき

ので使えなかった分をニコニコします。

本日の合計　　　　   13,000 円

本年度の累計　　　  109,000 円

■仮想通貨とは

　｢仮想通貨は次世代の革新的通貨である｣などというフレーズを

聴きますと、 センセーショナル過ぎて、 逆に訝しい印象を受ける

のは私だけではないでしょう。 わたしも銀行員でしたので仮想通

貨に関しては完全に懐疑的でした。

■興味を持ったきっかけ

　退職後は創業サポーターとして仕事をしておりますので、 日頃

から新しい技術や経済の動きにはアンテナを立てていたほうだと

思います。｢ビットコインは知っておいたがいいよ｣という知人の勧

めから、 ビットコインを少しだけ購入したのがきっかけでした。

仮想通貨に関しては新聞で記事を拾い読むくらいだったのが、

購入をきっかけに関心を持ち始め、 当初は懐疑派でしたが今で

は立派な肯定派になっています。

エムサポーティングオフィス
　　代表　島浦　誠 様　

～仮想通貨によってもたらされている変化～

【仮想通貨の投機的側面】

■ＢＴＣ価格の推移

　ビットコインは２００９年のナカモト論文をきっかけに発行され、 ２

０１７年には円価格で２００万円まで上昇したのは皆さんご承知の

通りです。 年初は１０万円ほどだったので約２０倍に高騰しまし

た。 その後急速に下落し、 ７０万円を割り込んだ後、 現在は８０

万円代前半で推移しています。 下落したとはいえ、 ２０１７年初

めの１０万円と比較すると８倍の価格を維持しています。

■投機的とみなされる背景

１． 事件や事故などのセンセーショナルな報道

２． 理解しにくいデジタル技術

３． 金融インフラの整った日本で実需はまだ乏しい

【仮想通貨の非投機的側面】

■ナカモトサトシの論文に書いてあること

｢電子コイン (ＢＴＣ)は連続するデジタル署名のチェーン｣

｢Ｐ２Ｐ電子マネーにより第三者を介さず甲乙間の直接オンライン

取引を可能にする｣

　はっきりと新しい通貨の仕組みを作ろうと考えていたことがわか

ります。

■ブロックチェーン

ブロックチェーンは連続する電子署名に対し不可逆性をもった関

数処理を行います。 分散型台帳を用いることによって管理者不

在で運用可能なシステムといわれます。

【仮想通貨のもたらすもの】

■ブロックチェーン実用化による従来システムの陳腐化

具体的には

１． 管理者不在での正しい取引記録

２． 送金、 文書･取引管理コストの低減

３． 少額決済の普及

４． 電子投票システム

５． インフラ未整備国 (途上国 )の導入活発化

を実現化するものと考えられます。

■進化し続ける仮想通貨

ビットコインから新たに派生したコインはより、 現在も利便性、 安

全性を高め続けています。 大手企業も続々と仮想通貨やブロッ

クチェーン事業に参入する一方、 地域仮想通貨開発の動きも活

発です。

■おわりに

仮想通貨はインフラ未整備の地域や国から浸透し、 高効率シス

テムを構築する可能性が高いと思います。 日本においては日常

生活への関わりは乏しいため実感はあまり湧かないかも知れませ

んが、 世の中の従来システムを大きく変えるものとして、 注意し

てみていく必要があります。
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