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出席報告　出席委員会　　安藤譲治君　(出席規定の適用免除会員数 5 名）
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L　会長挨拶　和気勝利会長

先週の17日土曜日、今年度の地区職業奉仕研究セミ
ナーが、宇都宮グランドホテルにて行われました。
当クラブからは、地区職業奉仕委員会委員の時庭稔
委員をはじめ、平山職業奉仕委員長、秋葉幹事と私と
で参加してまいりました。
当日は、当クラブの50周年記念講演でお世話になり

ふじかわきょういん

ました、鶴岡ロータリークラブの藤川享胤様が講師を
きょうじ

務められ、「ロータリアンの矜持」という演題で、卓話
をいただきました。
職業奉仕委員会の強化月間は1月ですが、今回のセ
ミナーに因んで少し話をしたいと思います。
ロータリーには、5大奉仕部門がありますが、この職
業奉仕委員会が一番わかりづらいのではないかと考え
ております。
手続要覧には、「職業奉仕は、事業および専門職務の
道徳的水準を高め、品位ある業務はすべて尊重される
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日会例 数員会 数席出 数席欠 率席出 UM 数　 率席出正修

日本 01 月 12 日 )5(14 )4(13 人 )1(01 人 %0.08 *

回前 01 月 41 日 )5(14 )4(33 人 )1(8 人 %5.28 4人 %0.59

べきであるという認識を深め、あらゆる職業に携わる
中で奉仕の理念を実践していくという目的を持つもの
である。会員は、ロータリーの理念に従って自分自身
を律し、事業を行う」と記載されております。
それでもなかなか分かりづらいと考えておりますの
は、私だけではないように感じられます。
藤川さんが講演中、お話しになられたことは、我々
専門職に就く職業人としての一貫した職業倫理を述べ
られております。
私たち一人一人の倫理観が問われていると考えてお
ります。
したがって、私たちロータリー会員が分かりやすい
文章としては、四つのテストがあると思います。
皆さん入会時に、額に入ったこの四つのテストをい
ただいていると思います。
今、家のどこにあるか皆さんおわかりでしょうか?
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
私も含めて皆さん時々は、この四つのテストを読ん
で自分を顧みていきたいものです。
また、次の日18日日曜日は、これも恒例になってお
ります、秋のハイキングに参加してまいりました。
16名の参加をいただき、日光の湯ノ湖を出発して4
時間程度、約12～ 3キロの道のりをお天気に恵まれ、
フラットな歩きやすいコースで竜頭の滝の先までハイ
キングを満喫してまいりました。
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紅葉も大変きれいな時期にあたり、すばらしい景観
を満喫させていただきました。企画いただいた皆さま
に感謝申し上げる次第です。
今回参加出来ませんでした方は、ぜひ次の機会にご
参加いただきますようお願いいたします。

RO
T A R Y
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E R N A TI O

N A
L　幹事報告　秋葉秀樹幹事

【第16 回　幹事報告】

○　2016年ロータリー国際大会（ソウル大会）に於け
る『栃木ナイト』のご案内が届いております。　
回覧中です。

○　地区大会ゴルフ大会の組み合わせのご連絡が届い
ております。

○　「ハイライトよねやま」が届いております。　　　
回覧中です。

○　2014～ 2015年　下期プログラムが届いておりま
　　す。回覧中です。
○　那須野巻狩まつりで、当クラブの輸送班全体会議
資料が届いております。

○　会員推薦の件ですが、会員より異議はございませ
　　んでしたので、勧誘を引き続きお願いいたします。

R O
T A R Y
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ER N A T I O

N A
L　委員会報告　髙木茂副会長

本日は連絡事項ありません。

☺  ニコニコボックス　鈴木隆子君

植竹 一裕君  ヤクルトが巨人を破ってCSで優勝しま
した。

村山 　茂君　無農薬キャベツが立派に出来ました。

R O
T A R Y

I N

T
ER N A T I O

N A
L　卓話　国際奉仕委員会

○　鈴木久雄委員長

国際奉仕委員会委員長の鈴木です、副委員長に上野
さん、委員に鈴木隆子さん、小野さん、の4名です。黒
磯ロータリークラブに入会されて、特に転勤される方
例会にて卓話の機会がないのは大変申しわけないので
転勤するまいに卓話をお願いしたところ、栃木銀行黒

磯支店上野支店長が快く引き受けてくれました。有難
う御座います。
お金の歴史について卓話を戴きます。

○　上野和昭副委員長

銀行はお金を扱う仕事で私たちもお金とは切っても
切れない関係があります。今日は、そんな身近なお金
の歴史についてお話をしたいと思います。

日本で最初の貨幣とは

この世にまだ「お金」がなかった時代、人々は物と
物を交換して暮らしていたと考えられています。ただ、
このやり方では、自分のほしいものが常に一致すると
は限りません。そこで、スムーズに交換できるように、
まず自分の持ち物をお米や塩、布、農具など、誰でも
が欲しがるものにあらかじめ替えておき、さらにそれ
を相手の持ち物と交換するという方法が考えられまし
た。
このようにお金のような役割をするものを「物品貨
幣」といいます。塩やお米など物品貨幣は持ち運びが
不便ですし、長く保管ができないことから、持ち運び
や保管に便利な金や銀を使ったお金、貨幣が生まれて
いったわけです。
日本史の教科書にも必ず出ていますが、日本で最初
の公的な鋳造貨幣は「和銅開珎」だといわれています。
708年、国内（現在の秩父地域）で初めて銅が産出され
たことから、当時の年号を「和銅」に改めるとともに、
この年に貨幣鋳造を始めたのでした。しかし、最近に
なって、和銅開珎よりも前の7世紀後半に「富本銭」と
呼ばれる貨幣が鋳造されたことが明らかになっていま
す。ただ、大昔の貨幣の中には、ものの交換のためだ
けでなく、財産の象徴としてお墓に埋めるために作ら
れた「まじない銭」というものがあり、富本銭はその
一種といわれています。和銅開珎が製造されてから10
世紀半ばぐらいまで、銅銭が製造されていましたが、
次第に原料の銅が不足してしまい、958年の銅銭発行
を最後に貨幣を作るのを中止してしまいました。
その後本格的な貨幣が製造される戦国時代までの数
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百年は中国から輸入したお金をずっと使っていました。

戦国時代のお金は誰が発行していた？

平安時代の中期に銅銭の発行が中止されて以来、な
んと600年もの間、日本では正式なお金は作られてお
りませんでした。その間人々が使っていたのは、平安
時代初期の銅銭のほか、「渡来銭」と呼ばれる中国から
輸入した「宋銭」「明銭」などの銅銭や、それを真似し
て勝手に民間で鋳造された粗悪な「私鋳銭」です。現
代の私たちにはちょっと不思議に感じますが、この数
百年間、政府が正式に保証したわけでもないこれらの
お金を使って買い物をしていたのです。お金の種類も
品質もばらばらですから、どのお金がどのくらい価値
があるのかもわかりませんで、とりあえず使われてい
る金属の質の良いものが、価値も高いと判断されてい
たようです。こうした状況に変化が起こり始めるのが
戦国時代でした。　
日本列島全体で合戦が続いていたこの時代、戦国大
名は戦いに勝つために出来るだけ多くの軍資金が必要
になりました。このころちょうど金や銀の鉱石から精
錬する技術が伝わったことから、戦国大名は財源確保
のために金山、銀山の開発と独自の貨幣鋳造に積極的
に取り組むようになりました。なかでも熱心だったの
が武田信玄で、日本で初めて金貨といわれる「甲州金」
を鋳造しています。金山、銀山を開発してどれだけの
軍資金を確保できるかは、戦国大名の軍事力を大きく
左右する重要な要素でした。豊臣秀吉、徳川家康、武
田信玄、上杉謙信、毛利元就、伊達政宗といった有力
大名として名をのこした人は、熱心な鉱山開発者だと
いわれています。
そして日本の貨幣制度がようやく落ち着くのは豊臣
秀吉が天下統一を成し遂げてからです。全国の金山・
銀山の収益権を独占した、秀吉は1587年から通貨統一
を図るとともに金貨、銀貨の鋳造をはじめました。な
かでも有名なのが、世界最大級の金貨「天正長大判」重
さ約165 g、大きさ縦17cm、横10 cmくらい、郵便葉
書と同じくらいのとても大きな金貨です。こうしたこ
とにより、貨幣制度も徐々に安定していき江戸時代に
なって貨幣制度は完成へと向かいます。

江戸時代のお金のしくみ

江戸時代の金銀銅の3種からなるお金の制度を「三
貨制度」といいます。豊臣秀吉にかわりまして天下を
取った徳川家康は、貨幣制度の統一に乗り出し、大判、
小判、一分金といった金貨、丁銀、豆板銀といった銀
貨をつくり、三代将軍家光の時代には一文銭などの銅
貨の鋳造がスタートしました。ちなみに、この時代、金
貨をつくる機関のことを金座、銀貨をつくる機関のこ

とを銀座と呼んでいました。現在の東京にある銀座と
いう街の名前はここからきております。
江戸時代の貨幣制度はユニークで、金・銀・銅とい
う 3　種類のお金の制度がまったくばらばらでした。
また、現代の社会で円とドルを交換する相場が毎日変
わっているのと同じように、金と銀の交換割合も日々
変動していたということです。
金貨の場合、単位には「両」「分」「朱」があります。
１朱金が4枚で１分、１分金が4枚で１両と枚数で価
値を数えることができます。
銀貨の場合は、単位には「貫」「匁」「分」があり、貨
幣の枚数ではなく。重さで価値を測って使われている
のが特徴です。実際、使う度に天秤などで重さを測っ
て使われていたようです。また、江戸時代は、ものに
よって代金を「金貨で払うもの」「銀貨で払うもの」「銅
貨で払うもの」にわかれていました。高額な取引の場
合、関東では「金」、関西では「銀」を使う独特の風習
もありました。さらに、金・銀・銅ではそれぞれ単位
も呼び名もちがっていましたし、いくらの金貨といく
らの銀貨を交換するのとかいう相場も頻繁に変わって
いたので買い物のとき計算が大変で、そこで発達しだ
のが「両替商」でした。

江戸時代の１両の価値

江戸時代と現代では、生活のしかたも、人々の使っ
ていた品物の種類も、物価状況も違うのでお金の価値
を単純に比べることはできませんが、お蕎麦の代金か
ら換算すると、１両＝13万円ぐらいの価値が有ったと
いわれております。大工さんの日当は銀5匁4分。今
のお金にすると1万2000円弱。正月、節句などの休日
や、天候の理由で仕事を休む日を除くと、年間労働日
数294日で年収は銀１貫587匁6分、343万円ぐらいで
す。江戸の人気歌舞伎役者ですと、「千両役者」と呼ば
れるスター俳優もいました。千両役者とは文字通り年
俸千両を得ていた役者さんのことで、現在のお金に換
算すると１億3千万円、現代のプロ野球で「１億円プ
レーヤー」と言われるくらいの高収入の人がいました。

日本のお金「円」はいつ生まれた

私たちが今日本で使っているお金の単位「円」は、明
治時代の初頭に決まったものです。江戸時代には先程
のとおり両や分や文といった単位が使われていた他、
全国各地の大名は自分の藩だけ通用する藩札なども発
行し、幕末になると、外国製の銀貨が大量に流入、こ
のため、明治の初頭には日本のお金の制度は大変混乱
していました。そこで明治政府は、日本全国で利用で
きる統一したお金の制度作りに着手し、1871年(明治4
年)5月「新貨条例」というルールが公布され、「円、銭、
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厘」という新しい単位が決定。新硬貨の鋳造をスター
ト。古いお金を新しいお金に換算するのに便利なよう
に「１両＝１円」と決められ、円滑に新しいお金の単
位に移行することが出来たようです。ちなみに当時の
アメリカの１ドルは１両のため、１ドル＝１円だった
ことになります。
さて、それではなぜ「円」という呼び名が選ばれた
のかというと、いくつか説がありますが、「当時、新し
いお金の形がすべて円形に統一されたから」、名前も円
になったとのシンプル説が有力とされております。
「銭」という単位は、アメリカのお金の単位「セント」
の発音を真似して決められたそうです。発案者は大隈
重信だと言われています。

明治時代の１円の価値って

明治時代の「１円」つて、今のお金に換算するとど
れくらい価値があったろう？明治30年ころの小学校の
教員やお巡りさんの初任給は月8～9円ぐらい。
一人前の大工さんや工場のベテラン技術者で月20円
ぐらいであり、このことから考えると庶民にとって当
時の１円は、現在の2万円ぐらいの重みがあったかも
しれません。　
1円＝2万円とし当時の「1銭」が現在の「200円」と
なります。例えば、東京銀座・木村屋総本店の木村屋
安兵衛が発明した「あんぱん」は明治38年に1個1銭
だったそうです。明治32年アメリカ製の自転車が200
～250円で売られていたそうで、当時の給料1年分。現
在のお金でなんと400万円相当、高級車クラスの値段
だったわけです。自動車は１台5,000円前後で大富豪
しか乗れませんでした。このようにお金とものの価値
が、時代のながれのなかで大きく変わってきたのがわ
かります。

日本で最初の「お札」とは

今でこそお札を当たり前のように使っていますが、
紙切れでできたお金であるお札の価値がちゃんと人々
に認められ、普及し始めるのは江戸時代になってから。
それまでは、金貨や銀貨などの金属でできたお金が中
心でしたが、世の中が発達し、人口も増えて、お金を
使った物の売り買いが増えると、硬貨を作る金属が足
りなくなり、そこで注目されたのが、金属よりも安い
原料費で大量に作れる紙のお札だったわけです。日本
のお札のルーツは1600年頃に伊勢山田地方（今の三重
県）にいた商人が金貨や銀貨などの額面の大きい貨幣
のお釣りの変わりに渡していた「山田羽書」という証
書だといわれております。山田羽書は、松坂など他の
地域でも流通し、商人札として発展しました。
ただし、これは商売のために私的につくられた「私

札」と呼ばれるもので、社会全体で通用するお金とは
いえませんでした。
本格的なお札は、江戸時代に各藩が発行した藩札が
最初と言われています。藩札とは、各藩主が有力商人
の協力を得て、自分の領土内だけで使えるお金として
発行する藩独自の地域通貨です。各藩は、江戸幕府が
発行する金貨・銀貨などに対応した「金札」「銀札」な
どを発行していました。1661年福井藩が初めて発行し
たといわれています。その後、明治維新が起こるまで
の間に、計244の藩で藩札が発行されたという記録が
残っています。
多くの藩は財政難に苦しんでいたので、それを解消
するために藩札を発行してしまうことが多かったよう
です。その為藩札は人々の信頼を失い、価値が暴落す
るケースもしばしばありました。
明治時代に入ってからお札には、政府が発行した

「政府紙幣」や各地に設立された国立銀行が発行した
「国立銀行紙幣」などがありましたが、当時の日本はま
だまだ政治が混乱していたこともあり、十分に定着し
ませんでした。
現在のように、日本銀行が「日本銀行券」として正
式なお札として発行するようになったのは、1885 年
(明治18年)のことです。初めて発行されたのは「拾円
券」で商売の神様とされる大黒天の絵がえがかれてい
ることから「大黒札」とも呼ばれていました。このよ
うに私たちが安心して「お札」を利用できるようにな
るまでには、大変な時間を要しました。

世界で最初の紙幣は

世界で最初の本格的な紙幣は、10世紀の中国（北宋
時代）で作られた「交子」だといわれています。今で
は当たり前に使っている紙幣ですが、紙幣をつくるに
は紙を作る技術と、大量の紙に印刷する技術が必要で、
製紙技術も印刷技術も中国で発明されたものですから、
世界で最初のお札が中国で生まれたのも自然の流れで
した。
ちなみに世界で一番高額なお札は、ハンガリーで
1946年に印刷されたお札で、その額なんと「10垓」＊

ペンゲーでした。
以上で終わらせていただきますが、最後にお金は大
切な財産でありますので大切に使い、運用、管理をし
ていただきたいと思います。

*   垓 =ガイは数字の単位=1020　
　　ハンガリーでは第二次世界大戦後悪性のインフレに見舞われ
　　1946年に10垓ペンゲーと言うとんでもない数字になった。
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近隣クラブ例会日
◎火曜日　西那須野／いとう家　　　　0287-36-0028
◎水曜日　塩原／塩原カントリークラブ0287-35-2211
◎木曜日　大田原中央／勝田屋記念会館　　0287-23-4165

会報委員会：礒勝彦・齋藤武久・植竹一裕・髙木慶一・鳥居輝一

◎木曜日　大田原／ホテル龍城苑 　0287-24-2525
◎木曜日　那須／ホテルエピナール那須 0287-78-6000
◎金曜日　黒羽／ホテル花月 　0287-54-1105

次回例会　　　平成27 年 10 月 28 日　　　担当クラブフォーラム（会長）
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T A R Y

I N

T
ER N A T I O

N A
L　三分スピーチ　　大森貞男君

・・・・私の関心事・・・・　

「阿波踊り・・・徳島の夏と言えば阿波踊り」

軽快な三味線・鐘・太鼓のメロデーに合わせて踊る
徳島の阿波踊りで、我が国の三大盆踊りの一つともい
われ、毎年8月12日～15日までの4日間、徳島の街は
音曲の熱気にあふれ返る。
「踊るアホに見るアホ、同じアホなら踊らなソンソ
ン」熱気につられて観光客もおのずと踊りの輪の中に
入ってしまう。400年の歴史があるのですから、素晴ら
しい事です。徳島空港出口では阿波踊りで歓迎されます。
徳島県人口785,491人、全国から140万人が集まる。
午後４時から阿波ぎんホール(文化会館)で、3回公演
がある。市の中心部の公園や通りに設けられた演舞場、
踊り広場、おどりロード、まちかどの駅周辺が会場。
有料さじきは市役所前演舞場、藍場浜演舞場、紺屋
町演舞場、南内町演舞場。さらに、阿波踊り会館6階
建３階で阿波踊りの練習が出来ます（にわか連）。踊る
グループが100グループ位有るそうです。グループ名
は名前の一番したに（連）と言います。

びざん

阿波踊り会館５階より眉山ロープウエーで、徳島市
が見わたせる（夜景も素晴らしい）眉山に行けます。夜
景の美しさは日本夜景100選に選ばれており、これは

綺麗です。
「眉のごと雲居に見ゆる阿波の山　懸けて漕ぐ舟　泊

うた

り知らずも」、万葉の歌人船王によって万葉集にも詠わ
れた眉山、どの方向から見ても（眉）の格好をしてい
ることから眉の山（眉山）と呼ばれ、古くから市民に
親しまれている。
眉山山頂からの眺めは、市内が一望でき、特に夜景
のパノラマが広がる光景は何とも美しいものです。
「踊る阿保に見る阿呆、同じ阿保なら踊らな損そん」
10月9日那須サンバレーに来て那須神社、お菓子の
城、などで披露をした。サンバレーの会長が徳島県出
身なので、毎年来られています。そして、淡路島の渦
潮も有名です。

●　10月 21日欠席(敬称略)
吉光寺政雄・小野安正・遠藤清和・安藤譲治
髙木慶一・瀬尾紀夫・齋藤武久・戸野俊介・深町彰
室井次男

○　前回10月 14日分メークアップ(敬称略)
秋間忍・平山博・澤田吉夫・髙木茂
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