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2017-2018年度 大宮ロータリークラブ会長

江本  尚浩

客さま、大宮ロータリークラブの皆さ
まこんにちは。

　先週の例会翌日の木曜日は、大宮ロータ
リーゴルフ部会コンペがありました。江本年
度の第一回大会ということで、普段はそれほ
どゴルフをしない私もプレイさせて頂きまし
た。自分としてはそれなりの内容で、バー
ディーも2つ取れ、表彰パーティーまで大変楽
しい時間を過ごすことができました。また、
参加者の皆さまにはポリオ撲滅基金にチャリ
ティーを頂き大変感謝しております。当日は、
5組20名という大勢の参加者で、大宮ゴルフ
RCというクラブ拡大ができてしまうのでは
と思ってしまうほどの盛況ぶりでした。
　今年度の大きな目標であるクラブ奉仕を
起点とする、奉仕活動の良いきっかけになっ
たのではないと感じております。

　私が週末良く滞在する軽井沢には、2つの
名門ゴルフクラブがあります。そのうちの1つ
が軽井沢ゴルフ倶楽部です。GHQから従順
ならざる唯一の日本人といわれた白洲次郎
が理事長を務め、彼の大事にしたプリンシプ
ル（原理原則）から、メンバーでない歴代の
総理大臣をはじめとする多くの有名人がプレ
イを門前払いされたと言われています。その
軽井沢GCのクラブ方針が「PLAY FAST」
です。私もゴルフが不調の時（というか実力
通りの内容の時）でもこれだけは実践する
よう心掛けています。
「PLAY FAST」でき得ることなら、せわしな
くではなく優雅にスピーディーにプレイした
いものです。
　私の好きな言葉に、ラテン語の諺を語源と
する開高健がよく使っていた同様の趣旨のも

お のがあります。例会運営もそのようにできれ
ば最高です。　
「悠 と々して急げ」なかなかうまくいきません。
　本日は毎日のように日本経済の紙面を飾っ
ており、日増しに存在感を増している仮想通
貨（ビットコイン）について経済人として最低
限知っておかなければならない知識について
勉強します。講師の本多正樹先生はこの分野
における日本の第一人者のお一人です。本日
大変ご多忙の中当クラブのためにお越し頂き
ました。本日も最後までのお付き合いのほ
ど、どうぞよろしくお願い致します。

「Let’s Begin!」今年度のテ
ーマ

本多 正樹 様東京国際大学教授ビットコインと仮想通貨

姉妹地区締結式・友好３０周年記念式典 第１４回韓日親善会議

卓  話

　本日はビットコインの仕組みについてお話したいと思います。
　ビットコインの最大の特徴は発行者や管理者が存在しないと
いうことです。もうひとつはブロックチェーンというネットワーク
に存在する共通の帳簿で管理されているということ、取引を
チェックしみんなで保存していくという仕組みになります。
　ビットコインはデジタルなデータで預金や電子マネーと変わり
ません。「帳簿」を書き換えることによりＡからＢへ支払いがな
されるという点では預金と共通の意味をもちます。
なぜビットコインが必要なのかという点ですが、設計思想として
現在国家及び中央銀行が管理しているお金についてより安価あ
るいは安全である、より手軽であるお金を作ることができるはず
だと考えている人がいるということであります。
現在のお金の利便性についてだけでなく、国家や銀行等への不
信感もあるということです。
　発行者や管理者がいなくてどのようにお金として機能するのか
ということになります。ひとつはブロックチェーンが複数存在する
ということですが、同一内容をどのように確保するかということ
です。すなわち改ざんとうの不正をどうやって防ぐかになります。
　ビットコインはどうやって増えていくのか、全ての取引をブロッ

クとしてまとめハッシュ値・
ナンスという可変数値で
10 分ごとにつなげていく。
これがブロックチェーンで
つなげるごとにこの数値を
変えていかなければならな
い仕組みですが、この作
業は単純ではありますが一
台のパソコンの処理能力で
は不可能で、これが改ざんを防ぐ仕組みでもあります。
　そこで新しいブロックを作るときの正答値を一番最初にみつけ
た人に 12.5 ビットコインが付与されます。この付与値は年々下
がるので過剰な発行量にならないので価値があるといわれてい
ます。
　最後に我々がこの仮想通貨についてどう捉えるか、無視でき
ない敵視してもしょうがないと思います。ただこのようなブロッ
クチェーンの運用を誰がどのように健全に運用していくか、国が
支えるべきかなどその解は見えていません。
これはまだまだ発展途上であると捉えることが必要だと思います。
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9月13日の合計金額 70,000円
（9月13日までの累計金額764,000円）

ご協力ありがとうございました。

燕RC鳥部様、大宮RCへようこそ。
〈江本尚浩〉
鳥部様ようこそおいでいただきました。
〈永嶋良一〉
出張で今日大宮ロータリークラブの
例会に参加させて頂きます。ヨロシク
お願いします。
〈鳥部文雄様〉
本多正樹先生本日はよろしくお願い
致します。
〈江本尚浩〉
本多正樹様卓話ありがとうございま
す。
〈岩井良彦･大瀧榮壽･小川和信･浅野仁･
永嶋良一〉
お客様ようこそ。
〈関口茂･遠藤省吾･川島利雄･岩瀬雄一･
中川高志･櫻井義久〉
本多先生卓話ありがとうございました。
〈小林義久〉
本多様、本日は卓話ありがとうござい
ます。
〈飯野耕司･田中康之･森俊宏･小林憲樹･
小林康一･竹内裕司･山中庸彦･石井宣子･
矢崎直良･齋藤守毅〉
本多さん卓話ありがとうございます。
〈徳山義行〉
東京国際大学教授 本多様卓話あり
がとうございます。
〈進藤博司〉

本多教授、本日の卓話ありがとうござ
います。
〈小坂良二〉
本多正樹様卓話ありがとうございま
した。
〈小林憲樹･小林康一･竹内裕司･山中庸
彦･石井宣子･矢崎直良･齋藤守毅〉
小川武士さん司会ありがとうござい
ます。
〈江本尚浩〉
小川さんMCデビューですね。お世話
様です。
〈橋本和久〉
小川武士さん司会ありがとうござい
ます。
〈櫻井義久･田中康之･岩田尚明･高山利弘･
新井貴之･齋藤守毅〉
小川会員、本日の司会お疲れ様で
す。
〈戸井田修〉
エレクトーン田中さん、早く戻ってき
て下さいね。
〈江本尚浩〉
エレクトーン田中睦美さん、早い復帰
を待っています♡
〈星野晃一郎〉
エレクトーン田中睦美さん、一刻も早
い早い復帰を。（英語の勉強もガン
バって下さい。）
〈福島謙二〉

ゴルフ部会の皆様には大変お世話に
なりました。
〈大瀧榮壽〉
大宮ロータリークラブゴルフ部会に
参加していただきありがとうござい
ます。
〈遠藤省吾〉
善行地さん、プロの優勝カップみたい
ですね。おめでとうございます。
〈平田繁〉
7日のゴルフ部会お世話になりました。
遠藤幹事にはBMにもかかわらず豪
華な賞品をいただきありがとうござ
いました。
〈三浦守〉
大宮ロータリークラブゴルフ優勝トロ
フィー授与ありがとうございました。
〈善行地潔〉
善行地さん、ゴルフ部会優勝おめで
とうございます。
〈山中庸彦〉
お誕生日祝ありがとう。86才に成り
ます。
〈兼杉涼二〉

来週は休会か？寂しいな～。
〈岸聡〉
久し振りの例会出席となってしまいま
した。
〈田中康之〉
本多様卓話ありがとうございます。
〈山本和保〉
本日は早退させて頂きます。
〈長谷川剛〉
先日、うまか大宮ではお世話になりま
した。
〈戸井田修〉
今日もたのしく！！
〈平子敬三〉
兼杉さんランチごちそう様でした。あ
りがとうございます。
〈齋藤守毅〉
肩の手術の為、しばらくお休みさせて
頂きます。
〈田中睦美（エレクトーン）〉

◆ ニコニコボックスのご報告 ◆

80.56%
修正出席率

51名（72.86%）
出席者数（出席率）

10名
メークアップ

74名（70名）
会員数（出席者算定者数）

第3059例会
例　会

第3061例会
例　会

8月30日
前々回

9月13日
当　日 次回例会案内

新会員自己紹介：　合同会社StudioOrbiter  代表社員　内藤 考三  会員
株式会社信濃屋　取締役副社長　矢崎 直良  会員　

理事会、セレモニー
2017年10月4日（水）12：30点鐘  パレスホテル大宮

左から…遠藤会員／鳥部文雄様／平子会員／荒井会員／永嶋会員
前列…本多正樹様

MC［小川会員］ ご挨拶［燕RC 鳥部様］

幹事報告［齋藤幹事］

在会記念祝［小坂会員］

在会記念祝［小坂会員］

委員会報告［遠藤会員］ 委員会報告［長谷川会員］ 部会報告［善行地会員］
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