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新しい時代こそ 一致団結！

会場：ザ・ビー八王子
司会：水長 秀彦 副幹事

《会長スピーチ》

平塚 德則

先日、9 月 17 日、ロータリーに入会して初めて例会
に欠席してしまいました。15、16 日の連休の初日に下
血をして翌日にも出血しました。火曜日は貧血気味でめ
まいもしていたので、例会に出てご迷惑をかけてもいけ
ないと思い欠席させていただきました。急遽知り合いの
ドクターが内視鏡検査をしてくれて、粘膜が破れていた
そうです。あまりストレスを感じないつもりでいたので
すが、どうもストレスが原因のようで、もっとニコニコ
していなければいけないのかなと思っています。現在、
体調は元に戻っています。本当に皆さんご迷惑、ご心配
をおかけいたしました。
昨日ＮＨＫで放送していた「逆転人生」という番組で
「消せるボールペン」の話が出ていました。今まではで
きるだけ書きやすくて消えないボールペンの研究開発
を進めていたところ、消せるインクを発見された方がい
て、皆さんもお使いになっていると思いますが、ゴムで
こすると熱が出て消えるというボールペンです。
研究しているのが第 1 課と第 2 課の 2 課あって、ボー
ルペンの開発部が第 1 課で、売上を毎年上げている研究
開発をしていた課でした。どうにもならない捨て駒みた
いな 2 課でそのインクを発見して、ちょっとした熱で

カラー複合機について

会員スピーチ

-カラーコピー機で紙幣が複製できるのか-

山本 武司 会員
カラーコピー機の性能の
向上で、画像物の解像度は
かなり高くなっています。
この高度な機能を利用すれ
ば、紙幣さえも実物そっく
りに複製できてしまうので
はないか、という疑問が生
まれます。しかし、結論から言いますと、紙幣のコピー
は法律的にも技術的にもできない様になっています。紙
幣だけでなく、金券や住民票などの公的証明書も偽造を
防止するための防止策が講じられています。この防止策
とはどの様なものなのでしょうか？

消えてしまうのでは困るので、簡単には消せないように
いろいろな薬剤を調合しながら研究を進めていました。
インクの完成後、ボールペンへの応用がわからなかった
ので、それに長けている 1 課の研究員が 2 課の応援に加
わり、1課と 2課が一致団結して開発に取り組んで成功し、
今や全世界で 45 億本ぐらい売れているそうです。
私の標語にもありますように、皆さん一致団結してい
ただいて、これまで入会者も順調に増えて、5 月に 2 名、
6 月に 1 名、7 月に 1 名、9 月に 1 名、そして今日もお客
様でいらっしゃいますが、是非入会していただくとち
ょうど 30 名になります。皆さんのご協力のもと会員数
が増えると、ますます当クラブが充実していくものと
思います。
私は不動産業をやっていますが、部屋を暖める暖房か
ら、人の芯を暖める暖房開発を別の事業として執念深く
やっています。せっかく仲間になったので、お話を聞き
ながら仕事の面でもお役に立てれば良いかなと私も常日
頃心がけている次第です。
私の目標は会員数 35 名ですので、あと 5 名です。いつ
も言いますが 40％以上が入会 4 年以下の会員なので、こ
れから各委員会の役割分担を徐々に覚えていただいて、
皆さんで協力しあいながら、一致団結して当クラブがま
すます繁栄するようご協力をお願い申し上げます。

お札の場合には、コピーすると隠れた文字が浮
き上がり一目で偽札であるとわかるような加工が
施されています。また、機械の側でも複写機のメ
ーカーによってそれぞれ異なるのですが、偽造防
止策が施されています。代表的なものは、違法な
コピーをしようとすると、真っ黒になってしまう
というものです。
各メーカーで防止策の詳細は異なりますが、共
通していることは、機械に紙幣の図案のデータが
登録されていて、この図案と同じようなコピーを
試みても不正と判断され作動しなくなるばかり
か、ファックス機能の通信機能を経由して関係機
関宛に通報が行くようになっています。

新人抜擢「三祝」の
プレゼンターに
髙原一郎 会員

本日の式次第
◎開 会 点 鐘

平塚德則 会長 (18:00)

◎国 歌 斉 唱

「君が代」

◎お客様のご紹介
平塚德則 会長
マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ株式会社
豊嶋孝浩 様
◎三祝(ハッピーバースデーソング) 髙原一郎 親睦委員
会員誕生日：佐藤武文 会員
夫人誕生日：内田文香 様・菅原昭子 様・坂本久江 様
結婚記念日：近藤義之 会員・水長秀彦 会員
原田修吾 会員
◎会長スピーチ

平塚德則 会長

◎幹 事 報 告

千葉謙一 幹事

◎会員スピーチ

山本武司 会員

◎閉 会 点 鐘

平塚德則 会長 (19:00)

◎ニコニコ箱 髙見澤 幸也 会員
円)
◎出席報告
森安 紀雄 会員

◎幹事報告

千葉 謙一 幹事

① 例会ポスト、ホワイトボードに掲示
・
「10/24(木)世界ポリオデーイベント」について
・上期例会予定表／組織表
・ガバナー月信 9 月号／バギオだより Vol.74
・ハイライトよねやま Vol.234
・ロータリー米山記念奨学事業 2019-20 年度版豆辞典
・ロータリーの友 10 月号
② 次回例会は 10/8(火)通常例会
例会 (12：30-13：30)
会場：ザ・ビー八王子

【メークアップ】
加藤登員
ＩＭ実行委員会
平塚德則会長・千葉謙一幹事・
佐藤武文副幹事・水長秀彦副幹事
八王子 5 クラブ会長幹事副幹事会
橋本幸一会員
NPO「子どもへの学習支援基金」勉強会
内田 智会員
東京八王子南 RC
東京八王子 RC

（9/20）

(9/24)
(9/24)
(9/25)
(9/26)

17 名：計 58,000 円 累計 625,502 円(年度予算 1,500,000 円)

会員総数

出席者数

出席率

欠席者数

前々回出席率

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ

欠席者数

賜暇

２９名

１９名

65.52%

１０名

71.43%

２名

８名

０名

《 ニコニコ特集 》
平塚德則君 9月17日の夜間２回例会には体調不良の
為欠席致しまして、ご心配をお掛けしました。現在
は体調も元にもどりニコニコ仕事をしています。
加藤 登君 山本さんのスピーチ楽しみです。
片桐貴行君 豊嶋様ようこそお越しいただきました。
私も入会したばかりですが、一緒にロータリーの仲
間になれたら嬉しいです。
小嶺和昭君 豊嶋孝浩様ようこそおいで下さいまし
た。山本武司様のスピーチとても楽しみにしており
ます。
坂本芳彦君 いつもお世話になります。ニコニコに協
力して、
、
、
、
、
、
、ニコニコ
佐藤武文君 本日の理事会で、豊嶋孝浩さんの入会に
ついて承諾がとれましたので今後皆様にご報告をし
ますので、よろしくお願いします。又、山本さんの
スピーチ楽しみにしています。
佐野武久君 当社は９月決算です。10／1から新たな気
持ちでがんばります。
菅原 孝君 山本さんの会員スピーチ楽しみです。
ニコニコに協力して。
《10 月の予定 》経済と地域社会の発展月間
米山月間
1 日(火) 理事会、夜間例会(三祝)
会場：ザ・ビー八王子
8 日(火) 通常例会
会場：ザ・ビー八王子
15 日(火) 2 回例会振替休会
22 日(火) 祝日休会
29 日(火) 夜間 2 回例会
会場：八王子ホテルニューグランド

高原一郎君 ニコニコに協力します。本日もよろし
くお願いします。
高見澤幸也君 先月初め４ヶ所ケガ目・骨折・ねん挫･
ギックリ腰をしました。季節の変わり目ですし、涼し
くなったので皆様無理せず仕事にはげんで下さい。
田中清彦君 入会して２回目の参加になりますが、
これからの活動に期待感がいっぱいです。皆さん
宜しくお願い致します！
橋本幸一君 今日から10月なのにまた暑い！
馬場れい子君 久々に新入会員候補の豊嶋君をビジ
ターに来ていただきました。よろしく仲良くして下
さいね。田中様、お初にお目にかかります。これか
らもよろしくね！
松宮兼房君 今年はいつまでも暑いですね。今日か
ら神無月なのに。
馬見塚潔君 秋とよぶには暑すぎる天気ですね。
水長秀彦君 山本さんの会員スピーチとても楽しみ
にしていました。
森安紀雄君 先日、子安神社の泣相撲に三男を連れて
行きました。
《11 月の予定 》ロータリー財団月間
5 日(火) 理事会・夜間例会(三祝)
会場：ザ・ビー八王子
7 日(木) 多摩南グループＩＭ
会場：ﾍﾞｽﾄｳｪｽﾀﾝﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ東京町田
12 日(火) ＩＭの振替休会
19 日(火) 東京飛火野 RC 合同夜間 2 回例会
会場：八王子ホテルニューグランド
26 日(火) 2 回例会振替休会

東京八王子東ロータリークラブ/ＲＩ第２７５０地区多摩南グループ
例会：毎週火曜日 12 時 30 分～例会場・事務局：ザ・ビー八王子 八王子市明神町 4-6-12 TEL:042-646-0111・事務局直通 TEL:042-644-4135
公共イメージ委員会 ： 菅原 孝・水長 秀彦・内田 智・佐野 武久・千葉 謙一

URL http://www.hachioji-east-rc.org/

