
  

 
        

 

    
 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

（2824回） 
 
令和４年 8月 19日（金）           
司 会   SAA  

開 会 点 鐘   中勝篤司会長  

Ｒ Ｃ ソ ン グ   「それでこそロータリー」 

四 つのテス ト   草野 繁会員 

会 長 挨 拶   中勝篤司会長 
ビ ジ タ ー 紹 介      

幹 事 報 告   山本 肇幹事  

委 員 会 報 告   高道一榮社会奉仕理事                   

ニコボックス紹介   山岸 達親睦委員            

出 席 報 告   小林雅樹クラブ奉仕理事                  

               

 

     

                                                                                                     

閉 会 点 鐘  中勝篤司会長                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  例会日：毎週金曜日 12時 30分～13時 30分 例会場：富山電気ビル 4階「光の間」事務所：富山市桜橋り 3-1  

  富山電気ビル 2階 228号室 TEL(076)441-2351 FAX(076)441-2354 E-mail：rotary@toyama373.org 

  携帯：090‐2375‐1963 URL：http://www.toyama373.org/   事務局執務時間 9：30～16：30 

 

当 日   8/19 ３１（1）51 60.78％ 

例会修正 ８/５ 30(２)51 58.88％ 

＊ロータリー・レートのお知らせ＊ 
国際ロータリー為替レート8月 1ドル 133円 
          

 

第２２９６回例会 Toyama South Rotary Club Weekly           H22．10．15  №
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第２２６２回例会 Toyama South Rotary Club Weekly            H22．1．29  

№ 

第 2825例会 Toyama South Rotary Club Weekly       Ｒ４．8．26  ＮＯ．8 

創立／1963(昭 38)12.20 承認／1964(昭 39)6.24  会長／中勝篤司  幹事／山本 肇  会報委員長／天井正人 

  

 

 

 

 

第２２６２回例会 Toyama South Rotary Club Weekly            H22．1．29  № 

２０２２-２０２３年度 

＊次回の予定＊(９月２日(金))  
定例理事・役員会 
場 所：社交クラブ 
例会場：富山電気ビル４階光の間 
2022-2023年度地区大会 
説明会  
  

 

 

 

           ８月お食事メニュー 

２６日(金) 付出 トンテキ 食事 フルーツ 

  

＊次回の予定＊(８月 26 日(金))  
例会場：富山電気ビル４階光の間 
ゲスト卓話 
    市川 里恵 様 
演題「アンガーマネージメントで 
    怒りの感情をコントロール」 

 

       

   

 

総員５６名 免除会員６名 （ ）はメークアップ人数 

 

 

ニコニコボックス 

☆田中さん、年度最初の会員卓話を 

      よろしくお願い致します。 中勝篤司さん 

☆田中さん「お金の話」楽しみです。 山本 肇さん 

☆田中さん卓話楽しみにしていました。 法澤龍宝さん 

           

 



 

 （２０２２/8/19会員卓話） 

  

 

                     日本銀行富山事務所 

                             所長 田中英敬 会員 

 

                                             

      演題 「お金の話」 
                                                 

         自己紹介 

  1968年生まれ（滋賀県大津市出身） 

  1992年日本銀行入行 

  本店、高知支店、名古屋支店で勤務 

  世界平和研究所に出向経験 

  経済調査、金融調査、審議委員スタッフ 

 

 日本銀行の富山事務所が担っている業務のひとつに寄託券制度による日本銀行券の県内の流通があり

ます。その日本銀行券、お金についてはここ数年かなりホットで興味深い分野となっております。 

本日はお金にまつわる話題を３つご紹介したいと思います。 

  ① 改印です。2024年度上期に前回の 2004年から２０年ぶりにお札が一新されます。 

 まだ先の話と思っておりましたら現在すでに印刷は始まっております。銀行券取り扱い機器（ATM、

 券売機、自動販売機等）の対応が進歩中です。 

  今回の改印の目玉肖像、渋沢栄一、津田梅子、北里柴三郎に変わります。そして最新の偽造防止 

 技術が採用されます。また誰でも使いやすいように額面のアラビア数字が大きく目立つ表示になる

 など、ユニバーサルデザインにも配慮しております。 

  

 

     

  

   

  

    

 
  ② 吟行のパラドックスです。QR コード決済の普及ともに、キャッシュレス決済はかなり身近な存在に

 なり、ほとんどの方が現金とキャッシュレスを併用するようになっております。 

 決済額に占めるキャッシュレスの比率は２００８年には 12％でした。2021年には 32％強。政府は  

    https://www.boj.or.jp/note_tfjgs/note/n_other/data/n_other1.pdf 

 

 

https://www.boj.or.jp/note_tfjgs/note/n_other/data/n_other1.pdf


 

  ② 銀行券のパラドックスです。QRコードの普及とともにキャッシュレス決済はかなり身近な存在になり 

 ほとんどの方が現金とキャッシュレスを併用するようになっています。 

 決済額に占めるキャッシュレスの比率は２００８年には12％でしたが、2021年には32％強。政府は 

 2025年には 40％さらに近い将来には 80％を目指す方針です。 

 キャッシュレス決済が増えるとともに現金を財布に入れたり、店頭で使用する機会はずいぶんと減

 ったように思います。お札は日本銀行の窓口から金融機関を通じて一般に流通するわけですが、日

 本銀行窓口のお札の出入り(受け払い高)は年々減少しています。一方で発行残高は近年かなりペ

 ースで増加を続けています。家庭や社会の金庫盗に保管されているお金(タンス預金)も増えてい

 るという事でしょう。こうした現象は「銀行券のパラドックス」と呼ばれ日本だけではなく、欧米主要

 国でも観察されます。その背景ははっきりとしたことはわかりませんが、低金利が続く下での現金保

 有の機会費用の低下や将来の不確実性の高まりに備えた予備的な重要の増加といった事情が指

 摘されております。 

 お札は様々な動機で保有、使用されるのであり、キャッシュレス決済が頃まで以上にふえたとしても

 近い将来になくなるという事はなさそうです。 

 

 ③ CBD です。日本銀行では 2020 年に「中央銀行デジタル通貨に関する日本銀行の取り組み方方

 針」を発表しました。 

 現時点で CDB を発行することが決まっているわけではありませんが、変化のスピードの速いデジ

 タル分野の事ですから、本当に必要尾になるときに遅滞なく対応できるように 2021 年から一般利

 用型CBDの技術的な実証実験を開始しています。これと並行して日本の将来の決済のあり方につ

 いて関係者と議論を進めています。決済や金融のデジタル化が急速に進展する中で、様々な決済

 サービスが民間ベースで生まれて、切磋琢磨していくものと思われます。そうした中で日本銀行の

 CDBの役割をを考えていくものであり、大変刺激的な議論が交わされています。 

 

   ８月２１日(日)に開催されました「ふるさと美化大作戦」にご協力ありがとうございました。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

 



          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ９月の例会プログラム 

     ２日(金)  定例理事・役員会 

    2022-2023年度地区大会 準備説明会 

     ９日(金)  例会変更/夜間例会・観月会 

   観月会  富山電気ビル４階 光の間 

    親睦ゴルフ 呉羽カントリ―クラブ 日本海コース 10：33スタート 

    １６日(金)  会員卓話 株式会社アイバック 代表取締役 小沢伊弘 会員 

    ２３日(金)  祝日(秋分の日)のためクラブ指定休日 

    ３０日(金)  国際ロータリー第２６１０地区 

   ガバナー補佐公式訪問  

   富山第 2グループロータリークラブ 

   五十嵐 靖郎 ガバナー補佐訪問 

   観月会・親睦ゴルフのお知らせ 

日 時  ２０２２年９月９日(金)    

      ・富山電気ビル４階「光の間」 

        例会１８時３０分より  懇親会１８時４０分より 

      ・親睦ゴルフ 呉羽カントリークラブ 立山OUTコース  

               １０：３３スタート 

        金額 会員 10,000円  ご夫人 8,000円   

        親睦ゴルフ 3,000円 

同日、句会も行います。今回のお題は「お祭り」皆様からの川柳をお待ちしております。是非ご

応募ください。 

川柳は、出欠の有無にかかわらずご家族も応募する事ができます。 

多数のご応募をお待ち申し上げております。 

 



 

 ※ご案内です。 

 ・例会に欠席されるときは必ず、欠席届を例会前日午前中までにお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※会員企業紹介のところに皆様の会社の HPアドレスを掲載した方は、事務局までご連絡をお願い致 

 します。 

 

 

株式会社アルゴ 
代表取締役 牧野健一 

（コンピュータシステム開発） 

 富山市天正寺 1083 

TEL 492-9431 

FAX 492-9438 

 

 

 

 

株式会社北陸総合建設 
代表取締役 押田 通 

（建設請負業） 

富山市掛尾町 230-1 

TEL 491-1491 

FAX 491-5851 

TEL 434-0074 

 

 
 

 

 

会会会員員員企企企業業業紹紹紹介介介 


