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2019―2020年度　国際ロータリーテーマ「ロータリーは世界をつなぐ」
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クリスマス夜間例会
　国際文化会館　岩崎小彌太記念ホール

幹事報告（清宮普美代幹事）
・�本日の理事会では、新会員として中西ふじ子様が承
認されましたので、追って皆様にメールでお知らせ致
します。�

・�2020年5月の「あなたのロータリー」イベントにおい
て3色のポロシャツを作っております。協賛金4,000
円でお配りしますので、皆様お申込みお願いします。�
　12月13日が申込の締め切りとなっています。今後当
クラブの奉仕活動で皆で揃って着用いたしましょう。�
・�クラブ旅行（4月19日、20日予定）について委員会
からアンケートを配布中ですが、遠慮なくご意見を
お知らせ下さい。�

・�2020年度の地区役員として、黒岩友美会員が国際
奉仕委員としてすでに就任されていますが、今回4人
（情報委員に山田桂子会員、親睦委員に安原良昭会
員、公共イメージ委員に井関和美会員、米山記念
奨学会委員に岡田敏江会員）が新たに就任承認さ
れました。地区にできるだけ出て見聞を広め、又当
クラブに戻って活躍の足掛かりにしていただければ
と思います。�

・�2020年オリパラ時に羽田空港に開く「おもてなしプ
ロジェクト」の準備が進んでいますが、もう少し明
確になったら正式に報告致します。�

・�次回12月9日（月）例会後にクラブ協議会があり、
後藤会員とかづき会員がロータリー財団の資金を活
用して行う奉仕プロジェクトについて報告致します。�

・�12月13日に東京中央RC主催のクリスマスコンサー
トが開かれますので、お手伝いいただける会員を募
集中です。�

・�12月24日育成園のクリスマスページェントが予定さ
れていますので、参加できる会員はお申込み下さい。

ユニバーサルマナーセミナー報告（上田美帆会員）
福元会長からお話があり、会長・時枝会員・清水会
員・矢部会員と私の5人で地区主催の東京パラリン
ピックで想定される多くの障がい者の皆様などと接
する際のユニバーサルマナー研修に参加しました。
会場はロータリアンとゲストで満杯で大盛況でした。

適切な心遣いのポイントは、「何かお手伝いできるこ
とはありますか？」と積極的に声を掛けていく姿勢
と理解しました。これからも皆様と情報を共有して
いきたいと思います。

ララちゃん日本語で挨拶（青少年交換留学生）
こんにちは。私はドイツから青
少年交換留学生として来日し、
青山学院高等学校に2年生とし
て通っています。これから3ヵ月、
東京中央新ロータリークラブに
お世話になります。よろしくお
願いします。

12月のハッピーバースデー
小磯優子会員（22日生れ）�
小堀彰会員（14日生れ）�
田中結加会員（15日生れ）

クリスマス例会報告（野呂洋子会員）
12月16日クリスマス夜間例会の参加費用は、当日で
はとても混み合いますので事前の振込などでのお支
払をお願い致します。

「学ぼう・語ろう・楽しもう・あなたのロータリー」出席
報告（野呂洋子会員）
11月20日（水）、六本木で、とても若い太田雄貴フェ
ンシング協会会長が基調講演で協会改革の話をさ
れ、これからロータリーにお迎えしたいゲストとロー
タリアン200名以上が参加し、とても盛況な会となり、
ロータリーの魅力を再認識しました。

医療と芸術の融合シンポジウム報告（かづきれいこ会員）
このシンポジウムは、生と死に携わる医療現場こそ感
性や美意識によるこころの価値観を取り入れるべきと
して芸術と医療のコラボについて考えるものです。
　12月8日（日）に順天堂大学で開かれ、参加費も
無料で、私も司会として参加しますので、興味のある
方は是非参加下さい。

ロータリー財団表彰（椎野登貴子直前会長）
ロータリー財団からポリオのない世界実現のための
寄付について大変ご尽力いただいた旨の感謝状が届
き、本日椎野登貴子直前会長にお渡しされました。
（ご本人のお言葉）�
これからも努力してできるだけ盛り上げていければ
と思っています。本日はありがとうございます。

例会報告  第761回　2019年12月2日（月）
出席者33名+メーキャップ9名
（正会員64名-休会5名）

出席率 71.19%

本日の例会  第763回　2019年12月16日（月）



偽造通貨対策研究所
所長　遠藤 智彦 様

【プロフィール】�
1979年専修大学卒。（現）日本ユニシス㈱等
コンピュータ関連機器メーカーに勤務。金融
機関向け米ドル鑑定機の企画開発を経験。
日本チケット商協同組合顧問として偽造商品券対策、外貨両替
業務を指導。裁判所及び法律事務所より嘱託鑑定人として筆跡・
印影等の文書鑑定の嘱託を経験。（旧）大蔵省認可両替商向け
に1987年から外国為替自由化の1997年まで、約10年間全国税
関主催の両替商連絡協議会で講師を担当。本年9月財務省国際
局の「マネロン対応高度化官民協議会」に参加。主に外国人に
おける本人確認及び外国PEPsへの対応について協議。紙幣鑑
定機、両替機関連特許多数。�
�
1．偽造通貨の対策について�
1）ドルを見たら偽だと思え�
①性善説と性悪説、愉快犯などないプロの仕事�
日本人は性善説で動いていますが、海外では絶対悪い
奴がいるがたまたまいい奴もいると考えています。�
②つかまされた方が間抜け�

2）偽ドルは誰が作っているのか�
北朝鮮では政府の造幣局で政府職員が本物の機械を使っ
て偽ドルを作っていることを、2006年の脱北者のインタ
ビューで私が確認しています。そこでは海外から拉致され
た印刷技術者が多数働いていることも明らかにされました。�
①特定失踪者、拉致被害者の関係は�
②米財務省印刷局でも失踪者が�

3）紙幣鑑定機の精度と機能�
①最新の紙幣鑑定機の機能と精度�
②紙幣鑑定機もオンライン化�

4）トリック偽造券�
ブラックノート、ホワイトマネー等詐欺の小道具�
「ブラックノート」手法とは、1万円札とまったく同じサイズ
の紙を真っ黒く塗ってあるものを大量に用意した上で、ホ
テルのスイートルームを舞台に富裕層を呼び込み、利殖の
話をし、「日銀券は紙切れ同然だから、私は防犯上1万
円札は黒く塗ってある。すぐ現像できる。」などと話し、
目の前で何度か液につけて現像して見せると確かに1万円
札なのです。ブラックノートを超安値で処分したいと持ち
掛け、現像液は後から送ることにし、大量に売り捌くので
す。購入者が買い取って自宅で早速洗ってみるとただの紙
切れであることが判明するというものです。�

2．筆跡鑑定について�
1）筆跡は縦・横・高さをもった立体構造物�
①例えば「木」字は4階建て。�
②交点のある字画の上下関係から筆順を解明する。�

2）�筆跡は目に見えない。見えているのは運動の軌跡�
①�骨格や筋肉、視覚が織りなす運動の残留記録（可視化）
である。�

②文字から文字への移動、空中筆跡も鑑定する。�
3）�運筆から筆跡個性を抽出する（字画構成のみはダメ）�
①終筆部の形態（止め、払い、抜き、方向、長さ等）。�
②始筆部の形態（入筆方向、屈折、筆圧、相対位置等）。�
③送筆部の形態（渋滞、震え、湾曲、筆速等）。�
④�文字列の配字（文字相互の間隔、上下左右位置、大きさ）�

4）�筆順は鑑定の最重要ポイント（裁判所が採用する鑑定書とは）�
①�筆順は最も重要な鑑定要素（作為筆跡、かたちは真似
ても筆順は真似できない）。�

②�「田」、「8」、「上」、「ご」、「ま」等の文字があれば、し
めたもの。�

筆順によって紙面に凹凸が生じる順序が変わってくるの
で赤外線モニターで拡大してみるとかなりはっきり筆順
の違いは判定できます。�

5）�誹謗中傷文（怪文書）の鑑定は文末から解析、点画に注意�
①�誹謗中傷文は出だしは緊張して書いているが後半は自
分の癖が出る。�

②�「`」、「 」゙、「°」、「ノ」等の点画は筆跡個性を隠せない。�
3．印影鑑定について�
1）印影鑑定はとにかくドンピシャで�
①�縦、横、斜めに切って貼り合わせる＝局部接合法によ
る図化検査�

②�スーパーインポーズ法による重合検査＝ネガポジと捕食
重合�
③�垂直・水平・傾斜線及び同心円で作成した方眼紙テン
プレートを被せる�

2）鑑定依頼の半数はコピー印影という実態�
①特にFax送信による採取印影には要注意。�
②印鑑証明書を対照資料にすると誤鑑定？�
20年前に印鑑証明は証明書の紙面上に押印した印を直
接証明する方式から、コンピューターに保存した印影を
プリント処理したものを証明とする間接証明に変わりまし
た。このコンピューター処理とプリントに際して進行方向
へ若干伸びる傾向が出ており、誤りの元になるのです。�

3）マージナルゾーンを必ず見よ。�
①押圧により朱肉がはみ出してできる肉厚の画線部分�
印影は紙面に対する凸版印刷なので、必ず一部はみ出
るマージナルゾーンが生じるのです。�
②�Mゾーンがない印影はカラーコピー、オフセット印刷、
インクジェット印刷を疑え。�

4）コピー印影の見破り方�
①トナー痕や色分解痕跡が見られるか�
②着肉量の偏りや濃淡が均一（均質）な印影�

5）�市販のローコスト印鑑やラバースタンプの印影は鑑定でき
ない�
①�文具店の回転印章ケースの印鑑は金型で大量生産され
るため市中に大量に出廻っており鑑定できません。�

②�ラバースタンプによる印影は摩滅や押圧力により画像に
差異が生じ鑑定できません。

� （要約文責　宮下）

清宮普美代幹事� 本日は、ニューヨークに一緒に行ってその
後湧別にも行って下さった広吉（ひろよし）
さんがゲストに来てくださいました。

大 盛 敬 子 会 員� 本日は遠藤様の卓話を楽しみにしておりま
す。ゲストの金子様ありがとうございます。

かづきれいこ会員� すごい雨ですね。昨日30年うかがってい
た特別養護老人ホームの30周年記念
パーティーにおよばれしました。なんども感
謝状で表彰していただきました。うれしかっ
たです。

小林真由美会員� 先日はお誕生日のケーキをありがとうござ
いました。早いですね！もう師走！！

城 麻 里 奈 会 員� 先日お誕生日を祝って頂いてHappyです
(*^_^*)�　初ニコニコです。

田 中 結 加 会 員� 今日はたけだのぞみデザイナーがゲストで
来てくれたのでニコニコします。

時 枝 紀 子 会 員� 本日は、日本橋西RCの会長エレクト上條
様、幹事エレクトの御田様にお越し頂き、
嬉しいです。例会をお楽しみ頂ければ幸
甚です。

野 呂 洋 子 会 員� ララちゃんと熊本の女子ハンドボール世界
選手権に行って参りました。日本はアルゼ
ンチンに勝利し順調なすべり出しです。

にこにこ合計16,000円 /今期累計291,990円

「新手偽造券（外貨）の見破り方」
「遺言書における作為筆跡の
見破り方」

卓
話



会長報告（福元智子会長）
本日は、今期8人目の新入会員となる中西ふじ子様
の入会式を行います。当クラブの会員増強と共に奉
仕プログラムの益々の充実ができるよう頑張って参
りたいと思います。

入会式（中西ふじ子新会員）
�福元会長から中西ふじ子新会員に入会証とバッヂが
お渡しされました。
（海渡会員の紹介の弁）�
中西様は、私が昔ワインセミナーをやっていたとき
参加下さったのがご縁で、その後歴女として一緒に
チベットの王宮展を見に行ったりしていましたが、最
近ニューヨークのブルックリンで、私・野呂さん・清
宮さんが3泊4日のワークショップに出た際にも参加
下さり、4人で意気投合し、清宮さんのハイスピード
の入会お誘いに入会を決意されたのでした。
（自己紹介）�
私は大阪で短大の英文科を
出てから証券会社で3年働
き、その後青少年の国際交
流教育の会社に27年勤め、
さらに音楽大学の広報として
14年働きました。私が広報をした時期には盲目のピ
アニストとして高名な辻井伸行さんがピアノ科の学生
として在籍しており、私も広報としていろいろバック
アップしました。その他結局48年間となる組織内活
動から本年独立してオフィスフジコを立ち上げ、学
校経営コンサルタントとして音楽を通じて、生きる力
が弱い高校生を元気にする活動をメインとして、イベ
ントプロデュースや海外交流なども支援して参りたい
といろいろ企画しております。

幹事報告（黒岩友美副会長による代行）
・�本日の配布物は、2020年2月24日・25日の地区大
会のご案内、12月理事会議事録、新年会ご案内です。�

・�本日例会終了後に年次総会とクラブ協議会が開かれ
ます。�
　年次総会では、次年度会長エレクトの承認、クラ
ブ協議会ではロータリー財団補助金取得済の支援プ
ロジェクトについて報告があります。�
・ �今年の最終例会は、来週12月16日（月）に、昼の
例会ではなく、夜間例会のクリスマス会となります。�

・�来年の初例会は、1月20日（月）です。この日の理
事会は特別に午前10時30分開始です。�

・�本日募金箱を廻しますので、沖縄首里城火災被害
支援をよろしくお願い致します。

IM御礼報告（銀座日本橋Gガバナー補佐田中政義様）
（東京シティ日本橋RC）
今日は、11月18日の地区IM集会への御協力に対す
る御礼申し上げのために参上しました。貴クラブに
は講演会終了後の懇親会の運営をお願い致しました
が、チームワークが素晴らしく、ワンチームとして11
クラブの大人数をうまくまとめて接待いただき大変
感謝しております。懇親会も含め、IMをお金をかけ
てやるか、私達が今回やったように3分の1の費用で
やるのか、大きな論争がありました。費用をかけな
いために懇親会には安く入手したお菓子を使いまし
たが、講演会は500人を越す圧倒的な参加数となり、
6ヵ月をかけて広報と準備をしてきたかいがありまし
た。11クラブからの選抜委員がワンチームになって
協力すれば、あれだけのものができるというよい経
験となりました。�
　今、地区では会員増強が一番の課題ですが、日
本橋銀座Gでは、10月末までの4ヵ月で27名増強
の計画を立て、そのうち3名は貴クラブの予定でし
たが、貴クラブは計画を大巾に上廻り5名が新入会
となり、本日は8人目の方の入会式が行われている
状況を見て、地区としては貴クラブの躍進をバネに他
クラブにも頑張ってもらって今1024名程度の銀座日
本橋Gを今期の6月末には1100名の大台に乗せた
いと念じておりますので、是非今後とも会員増強に
邁進下さい。

ロータリー財団認証（秋葉良子会員）
ロータリー財団から秋葉会員
に累計1000ドル寄付の達成に
ついて、ポールハリスフェロー
賞の認証状が届き、本日福元
会長からお渡しされました。
�

例会後「年次総会」が開かれ、次年度の「会長エレクト」
として富田洋平会員が満場一致の拍手で承認されました。
　その後「クラブ協議会」が開かれ、かづきれいこ会
員とスタッフにより「メイクボランティア」のハンドケアに
ついて参加者間での実践的指導を受け、大好評でした。

小 川 健 三 様� 1月31日（金）城会員の青山店「AOSHI�
MA」にて、「酉とともに会」を開催い�
たします。皆様のご参加をお待ちしており�
ます。

福 元 智 子 会 長� 本日は田中ガバナー補佐にお越し頂き、
ありがとうございます。また、8人目の新
入会員をお迎えすることができうれしく思
います。

海 渡 千 佳 会 員� 今日は中西ふじこさんがご入会されます。
ご活躍をお祈りいたします。

（東京中央RC）

にこにこ合計8,000円 /今期累計299,990円

例会報告  第762回　2019年12月9日（月）
出席者30名+メーキャップ8名
（正会員65名-休会5名）

出席率 63.33%



宮下 文夫・小堀 　彰・川上 鉄太郎 
落合 守征・原川 明貴子

クラブ週報
編 集 担 当

　　　　　　　　　　    （1）城　麻里奈　会員

・�私は今年で44歳になりますが、5歳の娘がおり、生意気に
なってきて私が休日に家にいるとトコトコとやってきて「ママ
なんでいるの」などと申します。�
　東京女子大では、清宮会員の後輩にあたり、文理学部で
英語の言語学を学びました。オードリー・ヘップバーンのマ
イフェアレディを原文で読んでみたかったのです。ワイン好
きで、認定ソムリエの資格も取りました。歴女の走りで、小
学生で源氏物語を読んで煙たがられ、歌舞伎も大好きでよ
く舞台に参ります。�

・�大学卒業後は、実家の日本橋を本店として都内にレストラン
チェーンを経営する「せいとう」という会社に入りました。�
　創業者（祖父）は満州銀行に青島（チンタオ）支店長とし
て勤めており、敗戦時日本に命がけで引きあげて参りまし
た。一面焼け野原の東京でしたが、生き別れになった仲間
や家族と「生きて日本橋のたもとで再会しよう」と日本橋で
青島生還者の救助施設を作りました。それをきっかけに、「戦
後の傷ついた方々の心を温めたい」と一杯の珈琲を提供す
る喫茶店と変わってゆきました。屋号の“せいとう”は生き別
れた仲間や家族がすぐにわかるようにと『青島』を日本語読
みにしたものです。�
　当時はかなり困難を極めたようですが、皆様に助けて頂
き、お陰様で今年72周年を迎え、和牛肉とワインのレスト
ランを都内に複数経営しています。心より感謝申し上げます。
幼心にも祖母の「助けて頂いた皆様への感謝の気持ちを忘
れず、いつかご恩に報いるべく努めよ」という言葉を常に忘
れずに努力しております。�

・�私は入社2年後に加賀谷本館へ2年間の研修に出されて、
仲居を勤めさせていただきました。仲居は足袋を履きお客
様お一人お一人にご挨拶をするため摺り足で移動しますので
畳との摩擦で足にタコが沢山出来ました。今では私にとって
はいい思い出となり、名誉の勲章と思っています。�

・�「せいとう」に戻って、接客を学び、さらに日本橋1丁目町内
会のお祭りには半纏を着て参加していました。うちのお祭り
は消防車も出る盛大な祭りで、もう40年以上続いています。�
　この半纏は祖母の代から使い続けているもので、生地の
模様は商売の街日本橋を象徴するそろばんの珠を象ったも
のです。背中には「日本一」のロゴが入っており、私の誇り
です。�
　又、日本橋の神輿は特殊で、普通の鳳凰ではなく、日本
橋の橋の欄干の飾りの「擬宝珠（ぎぼし）」と同じものを乗
せてあるのです。�

・�父が3年前に亡くなり、昨年7月私が代表を継ぎました。�
　生前父の話をあまり聞かず、意見も合わずでしたが、会社
を継いでみて父の言っていたことの意味が痛いほど分かるよ
うになり、その想いを形にできたらと思案している今日此の
頃です。

　　　　　　　　　　    （2）鈴木　善和　会員
・�4年くらい前に海外のハイテク工業団地への投資が汚職問
題で回収不能となるという事件にあって、私が30年間会

社を経営して税金を払って積み上げてきたキャッシュフ
ローの投資38億円が一瞬で吹き飛んで、マイナス14億円
となったのです。あまりの衝撃に何が起きたか、誰が悪かっ
たのか、あそこでなぜそうしたのかまったく考えられません
でした。�
　でもよく考えたら家族も元気だし、私も病気もせず25年
も働き続け、子どものインフルエンザすら感染らずだったの
が、落ちて落ちてグランド（どん底）まで行き着いてしまっ
たのです。�

・�復活�
自分に足りなかったものは、経営者としてのバランス感覚
だったと気づき、その後不屈の精神で本領を再発揮し数年
でゼロベースをクリアーし、事業は拡大中です。今ではお金
より大事なものに目が向くようになり、知り合いから「ロータ
リーに入ったらどうか」と秋葉さんを紹介されて入会に至り
ました。�

・�最近は、心から家族や廻りに感謝できるようになり、子ども
たちともふつうの会話ができるようになりました。私が髪の
毛を黒く染めたら、中2の子が「なんで染めたの？　本屋で
見つけづらいよ」というので、「そんな愛のないことを言うも
んじゃない」と叱りました。�
　上の二人の子はもう社会人ですが、時々私から「食事でも
しよう」と声をかけて話す機会を持つようにしています。�

・ �今6つの会社を経営していますが、一応IT系協同組合理事
長を表の顔にしています。�
　コアになる事業は、損保に関する団体保険の開発で、ま
だクラウドなどという言葉が広まるずっと前に自分の会社用
に仕組を開発したら、売れるので、仕事にしたもので、今
では会社が6つに増えています。�
　年間1億円を超える保険料を払うようになると自分で保険
会社を創った方が有利になり、海外のオフショアに免税会
社を設立するようになります。私はオンショアで課税を前提
としてハワイに本店を置いています。法人税が安いのは、デ
ラウェア州・テキサス州に次いでハワイ州が3番目ですが、
暖かくてよいところで、NTTドコモの隣に当社の名札が下
がっています。�

・�私は、昭和42年2月、福島県猪苗代で生まれました。ここ
は会津藩ではなく伊達藩になります。豪雪地帯で、毎季2m
以上積ります。�
　ホテルとスキー場もあり、2009年にフリースタイルスキー
世界選手権が開かれ、上村愛子が優勝したモーグルの会場
となった山は私の実家のものです。スキー場の借地料は年
間5万円位のもので大したものにはなりません。�

・ �今、軽井沢に住んでいます。冬はマイナス6℃になり、ダイ
ヤモンドダストというキラキラした雪が降りきれいですが、年
平均気温は札幌より1℃も低く住み心地はよくないです。余
裕のある人が夏場の3ヵ月程度を過ごすべきところです。又、
先頃の台風の浸水で新幹線車両も冠水して、本数が減らさ
れており、朝一番の列車に乗っても立ち乗りが出るような状
態です。�

・ �今後は、ロータリーの歌詞のようにバランスを大事にした
人生を生きたいので、どうぞご指導をよろしくお願い致し
ます。

（要約文責　宮下）
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