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変革の時代、創造のとき。
新たな一歩で感動を！
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言行はこれに照らしてから
1. 真実かどうか
2. みんなに公平か
3. 好意と友情を深めるか
4. みんなのためになるかどうか

Rotary International
国際ロータリー会長

イアン Ｈ.Ｓ.ライズリー

●創
立：１９７３年２月２３日
●会
長：大松 桂右
●幹
事：高岡 正和
●会報委員長：安田 憲司

第 2185 回移動例会

第 2186 回例会

7 月 6 日（金）

2017～18 年度最終例会及び会員懇親会

2018～19 年度 初例会
☆八尾ＲＣ・大阪柏原ＲＣ・八尾中央ＲＣより

① 開会 点鐘

会長・幹事表敬訪問

② ソング ｢それでこそロータリー」

☆卓話「本年度の会長方針」

③ ビジターの紹介
④ 皆出席祝

35 年

2018～19 年度会長

鈴木 洋会員
☆7 月誕生月祝

⑤ 2017～18 年度下半期ＨＣ皆出席祝
石川

義一会員

品川 芳洋

上田会員、中澤夫人、堀内夫人

☆7 月結婚記念日祝

堀内会員

★例会後：7 月度定例理事会

⑥ 会務報告
｢会長の時間｣「幹事報告」

＊7/10（火）

⑦ 委員会報告
｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

大阪柏原ＲＣへ表敬訪問 12：30～13：30
会長代理、堀内幹事

⑧ 卓話 ｢今年度の回顧｣
大松 桂右会長・高岡 正和幹事
⑨ 閉会

点鐘

＊7/4（水）
八尾ＲＣへ表敬訪問（八尾商工会議所）
12：30～13：30 品川会長、堀内幹事

2018 年 6 月 22 日（金）
出席報告
例会数

会員数

出席数

出席率

第 2184 回

28 名

17 名

77.3％

第 2182 回

28 名

19 名

82.6％

備 考
出席義務免除
7 名（出 1）
補
填
1名

★例会場：八尾市生涯学習センター<かがやき> 〒581-0833 大阪府八尾市旭ヶ丘5-85-16 ℡:072(924)3876
★例会日時：毎週金曜日13時30分
★事務所：〒581-0803 大阪府八尾市光町2丁目60番 LINOAS（リノアス）8階 ℡:072(997)0626 Fax:072(997)2620
★http://www.yaohigashi.org/ E-mail:yaohigashi@japan.email.ne.jp

ニコニコ箱

幹事報告

●山田さん、お久しぶりです。本日の卓話よろしくお
願い致します。

大松 桂右会員

●卓話させていただきます。どうぞよろしくお願いし
ます。

【配布物】
週報

山田 哲男会員

●山田さん、お久し振りです。お元気な姿、嬉しく思
います!!

桑田 タア子会員

●山田さん、お久しぶりです。卓話、ご苦労様です。
奥田 長二会員
●先週欠席のお詫び。

【回覧】
●Mｙ Rotary 説明会の資料

【連絡事項】
●7/27（金）に予定しております炉辺会合の食

森下 慶治会員

事会ですが、同日にＩＭ4 組会長・幹事会が

●山田さん、お久しぶりです。お互い健康の為、体重

開催されるため、品川会長エレクト、堀内次

落としましょう。

長尾 穣治会員

●①山田さん、私にも分かるように卓話して下さい。
②早く戻って来て下さい。

鈴木 洋会員

●山田さん、お久しぶりです。卓話よろしくお願いし
ます。

年度幹事が欠席となるので日程を変更しま
す。7/20（金）に変更予定です。新旧理事慰
労会も合わせて行いたいと思います。
詳細決まり次第ご連絡します。

大橋 秀造会員
●My Rotary に関する新ＩＭ４組説明会
国際ロータリーでは、My Rotary をはじめと
する WEB を活用したコミュニケーションツ

●今回合計

11,000 円

●6/14 ゴルフコンペ参加者より 18,000 円

ールの活用を推奨しています。
紙ベースから電子データへの移行は、環境へ
の配慮をしていく私たちにとって避けて通

●累

計

800,080 円

れないものであり、またロータリー活動の見
える化を進めるうえで大いに推進していく

会長の時間

べきです。
My Rotary を登録することで国際ロータリー

本年度も残すところ約１週間となり、次週が最終例

からの情報取得はいち早く知ることができ、

会です。会長に就任してからの１年間は長くも短く

また各ロータリークラブの活動内容も閲覧

も感じています。来週はこの１年間を振り返る卓話
がありますが、これまでの各会員のご協力に感謝を
申し上げます。
また、最終例会は移動例会となっており、準備等に

することができます。
今年度地区では登録会員数 50％を目標にし
ていますので協力をお願いします。
我が八尾東ＲＣのアカウント取得状況です
が、会員数 28 名中 5 名です。ＩＭ４組では

ご面倒をおかけいたしますが、どうぞ、よろしくお

14 クラブ中 13 番目、2660 地区でみると 82

願い致します。

クラブ中 73 番目になります。

今晩は、ＩＭ第４組の新旧会長・幹事会が開催され

登録されていない会員におかれましては、こ

ますので、意見交換等しっかりと行ってまいります。

の機会に登録をしてみては如何でしょうか。

もし核戦争が起こっても世界中全てのインターネ
ットが破壊されない限り通帳は無事で被害を受け

「ブロックチェーン」
山田 哲男会員

ません。
改竄されない、破損しない通帳がなぜ価値を持つか
は私には理解できませんが金にたとえられること

ブロックチェーン（仮想通貨、暗号通貨）
日本では一般的にビットコインのことを仮想通
貨と呼びます。
海外では Crypt Currency 暗号通貨と呼ばれてい

が多いように思います。
今後の経済学の研究を待つしかないのかなと思い
ますが、なぜか既に価値を持っているのは事実で
す。

るようです。
そしてブロックチェーンという用語も耳にする
と思います。
ではビットコインとはいったい何か！

（３）絶対に改竄されない部分に関してはだいぶ話
を省略していますが今後この部分に問題が発生す
ると仮想通貨の価値は壊滅的な被害を受けます。
私の予想は「問題は発生しても克服できる」です。

（１）専門用語なしに考えた場合。
仮想通貨とは「絶対改竄されないインターネット
上の預金通帳の中で管理された通貨」と言えま
す。
その通帳上で日本円を管理したり、米ドルやユー
ロを管理することができますがビットコインと
いう通貨を管理したものがビットコインになり
ます。
ではなぜ絶対改竄されないかというと、預金通帳
がインターネット上で完全に公開されているか
らです。
預金通帳が世界中の人々に常に監視されている
状態におかれているため改竄するとすぐに発覚
してしまいます。
実際には公開鍵暗号方式、ブロックチェーン、分
散台帳などの技術が絡み合って成り立っていま
す。

（２）なぜビットコインに価値があるのか。
絶対に改竄されないに加え絶対に破損しない、燃
えない、なくならない通帳であるという要素が絡
んでいます。
通帳はインターネット上の世界中のいたるとこ
ろに複製が存在します。

この春ヨーロッパで大規模にクレジットカードが
使えなくなる事故が発生したようです。
最近十年間では銀行も含め何らかの障害が多数発
生しているのではないかと思いますがビットコイ
ンが稼動して約１０年一度も停止したり、障害が発
生したことはありません。
これはシステムの世界では非常に「半端ない」こと
です。
しかもビットコインは「ナカモトサトシ」が書いた
論文を基に開発されたいわゆるプロトタイプ的な
ものであったにもかかわらず実働し現在にいたっ
ています。
改善や進歩はこれからの技術です。

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY CLUB

