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■卓話■　　　　　　　　　　　　小川洋右会員
　みずほ銀行盛岡支店の小川でございます。まず
は、2月28日のATM障害をはじめとした一連の
システムトラブルにより、大変多くのお客さま、
社会の皆さまに、ご迷惑、ご不便、ご心配をおか
けしましたことにつきまして、衷心より深くお詫
び申しあげます。今後、発生原因の検証、再発防
止策の策定・徹底を通じて、役職員一同、信頼回
復に努めて参ります。何卒、変わらぬご愛顧を賜
りますよう、心よりお願い申しあげます。
　この度は貴重な卓話の機会を頂戴し大変光栄に
存じております。コロナ禍のため、皆さまにお会
いし直接お話することができず残念に思いますが、
書面にて寄稿させていただきます。
　昨年末に販売されました「年末ジャンボ宝く
じ」ですが、皆さまはお買い求め頂きましたで
しょうか？ご存じの方も多いと存じますが、盛岡
市内の宝くじ販売所でお買い求めいただいた方が、
見事、１等前後賞合わせて10億円の幸運を手にさ
れました。私自身も大変羨ましく思っております
一方、大好きなここ岩手、盛岡でこのような幸運
が生まれたことをとても嬉しく考えております。
今回はその気持ちとともに、「宝くじのはなし」
と題して、皆さまにご披露させていただきます。

　私どもみずほ銀行は、1945年に最初の宝くじが
発売されて以来、宝くじ業務を受託しております。
宝くじに縁のある者が宝くじの話をさせていただ
くということで、「今回は『よく当たるくじと
は？』とか『当たるくじはずれるくじの見分け
方』とかいった話では！？」とご期待される方も
いらっしゃるかもしれませんが、まずは資料に
沿って、宝くじの歴史といったところからご案内
させていただきます。
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（2頁）まず、『宝くじ』という呼び方について
ですが、これは我が国独特のもので、宝くじの創
成期である終戦直後に、当時の日本勧業銀行の行
員が発案した呼称です。その名前の由来は、戦後
の物資不足にありました。当時、1枚10円の宝く
じは、綿布、缶詰、嗜好品などを商品として設定

卓話予定：田村清記会員

■会長報告■　
　皆様、お元気でお過ごしでしょうか。体会も既
に4ヵ月になろうとしています。1都3県の緊急事
態宣言はウィルス変異株を危惧しつつも21日に解
除になりそうな雰囲気です。岩手も感染状況は落
ち着きつつあるように見受けられます。当クラブ
も先週10日の理事役員会で4月からの例会再開を
決定しました。ホッとしております。もちろん感
染対策はホテルの指導に従いしっかりと行いたい
と思っております。ご協力お願い致します。
　さて、2月24目の会報には北田会員のご紹介で、
岩手医大脳神経外科の西川泰正先生に寄稿いただ
きました。「中二病」「思春期特有の脳の構造」
など興味深くそして楽しく読ませていただきまし
た。直接お話しを聞けなかった事とても残念に思
います。また機会を設けて例会で卓話いただけれ
ば幸いに思います。ご尽力頂きました北田会員に
感謝します。
　我が家にも中学生の孫娘がおりますが、だんだ
んと自室の時間が長くなり相手にしてもらえなく
なって来ました。淋しいかぎりです。
　我が子もそんな時代を通過してきたのですが、
その時代は自身の仕事が忙しく子育てに余裕もな
く淋しさを感じた記憶があまり無かったように思
います。現在時間がありすぎるのかもしれません
ね。
　西川先生の著書「悩み・恋する脳」を読んで孫
娘に嫌われないように努力したいと思います。皆
様どうぞお元気でお過ごしください。

■幹事報告■　
ガバナー事務所より
東日本大震災より10年が経過し、RIのHPブログ
「ロータリーボイス」に当地区のロータリアンに
よる震災当時の寄稿が掲載されております。ぜひ
ご覧いただき、あらためて震災の教訓、防災の知
識を共有し意識を高めていければと思います。
・「あれから10年」（仙台泉RC菅原裕典様）
　⇒　https://bit.ly/2O9u4fL
・�津波が押し寄せたあの日（名取RC佐々木一十
郎様）
　⇒　https://bit.ly/2PLJdnP

　なお上記については、地区のHPからもご覧い
ただけます。今後ともRIならびに地区のHPのご
活用をよろしくお願い申し上げます。
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しましたが、「宝物」のような品々が当たる「く
じ」ということで、「宝くじ」と名付けられまし
た。諸外国では“LOTTERY”すなわち「富くじ」
と呼ばれています。世界の富くじの起源は、約
2000年昔のローマ時代まで遡るそうですが、今日
のような“近代的富くじ”となると、約570年前の
オランダで、町の建設や要塞構築などの資金調達
のため、“富くじ”を発行したという記録が残され
ているそうです。一方、日本の富くじの起源は、
約400年前の江戸時代初期、現在の大阪府である
攝津国の箕面山瀧安寺（みのおさんりゅうあん
じ）で、正月の元旦から7日までに参詣した人々
が、自分の名前を書いた木札を唐びつの中に入れ、
7日の日にお寺の僧侶がキリで3回突き、3人の“当
せん者”を選び出し、福運の“お守り”を授けたこ
とが起こりとされています。この瀧安寺の冨会
（とみえ）は、当せん者にお守りを授けるだけで
したが、その後は次第に金銭に結びつき、“富く
じ”として町に氾濫する様になり、やがては徳川
幕府が禁令を出すに至りました。

（3頁）しかし幕府はその後も寺社にだけは、修
復費用調達の一手段として“富くじ”の発売を許可
したので、これを天下御免の富くじ“御免富（ご
めんとみ）”と呼びました。特に、“江戸の三富”
として有名だったのは谷中の感応寺（やなかのか
んのうじ）、目黒の瀧泉寺（めぐろのりゅうせん
じ）、湯島天神の御免富でした。しかし、幕府公
認の御免富も、その後、12代将軍家慶・老中水野
忠邦による1842年「天保の改革」で禁じられ、以
来、103年もの長い間、我が国では“富くじ”は発
売されませんでした。1945年7月、政府は戦費調
達を図るため、1枚10円で、1等賞金10万円が当た
る富くじ「勝札」の発売を当時の日本勧業銀行に
命じました。この「勝札」は抽せん日を待たず終
戦を迎えました。現在のみずほ銀行と「宝くじ」
の長い縁はここから始まった訳であります。その
後、戦後の激しいインフレ抑制のため、政府は、
1945年10月“宝くじ”という名称で、「政府第1回
宝籤（くじ）」を発売しました。この「政府第1
回宝籤（くじ）」の抽せん会は、日本橋三越本店

で行われ、5,000人もの観衆が集まったそうです。
その後、更に戦災によって荒廃した地方自治体の
復興資金調達を図るため、地方自治体が宝くじを
発行できることとなり、1946年12月、福井県で
『福井県復興宝くじ』（通称フクフクくじ）が発
売されました。なお、政府の発行する宝くじは
1954年に廃止され、以降、宝くじは都道府県と政
令指定都市のみが発売しています。

（4頁）現在の宝くじ発行の仕組みをご案内させ
ていただきます。現在、富くじの発行は刑法187
条で禁じられており、しかも、懲役2年以下の法
定刑が定められている重たい禁止行為です。また、
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（21頁）今後も、宝くじがさらに「ワクワクす
る」魅力あふれるものとなるよう、発売団体でさ
まざまな工夫が検討されていくものと思います。
「これからの宝くじ」もぜひお楽しみくださいま
せ。お陰さまで、宝くじは「国民の健全な娯楽」、
「夢」としてすっかり定着しました。「ちょっと
した身近な社会貢献」、宝くじとみずほ銀行を今
後ともよろしくお願いいたします。

　結びにあたり、コロナ禍で大変な世の中が続い
ております。どうぞ皆さま、ご自愛いただき、ま
たお会いできる機会を楽しみにしております。冒
頭申しあげました通り、みずほ銀行は、改めて皆
さまからご信頼を寄せていただけるよう、役職員
一同努めて参ります。何卒、変わらぬご愛顧を賜
りますよう重ねてお願い申しあげます。ご清読あ
りがとうございました。
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日本国内で海外の宝くじを購入することも禁止さ
れています。では、どうして宝くじは販売できる
のか？宝くじの発売は『当せん金付証票法』およ
び『地方財政法』という法律に基づいて、地方財
政資金の調達という公の目的のために、47都道府
県と20政令指定都市のみが行える事業となってい
るからです。さて、宝くじにおける「抽せん」の
「せん」は、「選ぶ」の音読みではなく、「籤
（くじ）」の音読みです。「籤（くじ）」という
字は少し難しい字だからだと思いますが、「く
じ」や「当せん」、「抽せん」の「せん」の字は
ひらがな表記するようで、法律も『当せん金付証
票法』となっています。

（5頁）次は発売の仕組みです。都道府県、20政
令指定都市が発売元となり、発売等に関する事務
はみずほ銀行が受託しております。当せん金証票
法では、発売等に関する事務は金融機関へ委託で
きるとされており、通常、6か月毎に発売団体か
ら出される公告に対し、みずほ銀行が受託申請を
提出し、その結果として、みずほ銀行が受託をし
ています。発売等に関する事務には、単に、売り
さばき、当せん金の支払いだけでなく、宝くじ券
の作成、広報宣伝、抽せん会の運営など、大変幅
広いものとなっています。

（6頁）ところで、1年間で宝くじはどのくらい販
売されているかご存知でしょうか。宝くじが登場
した1945年度の販売額3億円で始まり、2001年度
には1兆円の大台を越えるなど、宝くじは戦後日
本の発展とともに大きく成長してきました。直近
においては2019年度の販売額は7,931億円ですが、
その販売枚数は約33億1,000万枚にも及びます。
これは、日本人一人当たり1年間に約26枚購入し
た計算になります。また、全国の満18歳以上の男
女を対象にした、宝くじに関するサンプル調査で
は、宝くじ購入経験者のうち、最近1年間に1回以
上宝くじを買った人は41.8%で、推計人口で約
4,422万人と大変多くの方に宝くじをご購入いた
だいております。みなさまにもおなじみのジャン
ボ宝くじは、ドリーム（含むドリームジャンボミ

ニ)・サマー（含むサマージャンボミニ）・年末
（含む年末ジャンボミニ）の3ジャンボだけで、
2019年度の販売枚数は約8.2億枚、販売実績額は
2,481億円となっており、文字どおり、夢も人気
も横綱格の宝くじです。1999年5月のドリーム
ジャンボ宝くじから、1等賞金2億円になり、初め
てジャンボ宝くじの1等賞金が1億円を超えました。
それ以降、ジャンボ宝くじで1億円以上の当せん
金は累計9,000本を超えています。高額当せん者
の発生ペースを2019年度の当せん本数から計算す
ると、1億円以上の当せん者は32時間に1人誕生し
ており、これが100万円以上となると、33分に1人
誕生していることになります。また、1994年度か

 

 

 

 

一番多いのが「貯蓄」です。次いで「旅行」、
「家族サービス・親孝行」の順に続きます。ご自
身の趣味や楽しみにお使いになる方ももちろんい
らっしゃいますが、まずは貯蓄ということで、堅
実な傾向がうかがえます。ちなみに、当せんした
時のポイントは、「①まずは、落ち着いて当せん
金を安全な場所に保管する」、「②大まかなスケ
ジュールを考える」、「③誰に話すかよく考え
る」と言われています。みなさまも、高額当せん
された場合には、まずは、「安全な場所はどこ
か？」をみずほ銀行盛岡支店までご相談下さい。
フィナンシャル・コンサルタントが親切・丁寧に
ご対応申しあげます。

（19頁）最後に、皆さまお待ちかねの当せんの秘
訣です。一番の秘訣は、やはり何といっても
「運」です。運がないと宝くじは当たりません。
ただし「運」を呼びこむためには、2位の「継
続」も必要となるのではないでしょうか。第3位
は「ひらめき」�、第4位は「日ごろの行い」と続
きます。さて、アンケートの結果は、いま、申し
上げたとおりですが、私が知っている最大の秘訣
は、ちょっと違います。高額当せんの最大の秘訣
は「宝くじを買うこと」です。「買っても、買っ
ても、当らないじゃないか！」という声が聞こえ
てきそうですが、やっぱり、宝くじは買わなけれ
ば当たりません。1枚といわず10枚、20枚、30枚
の宝くじにぜひ大きな夢を託されてみてはいかが
でしょうか。みなさまに宝くじの神様が微笑むこ
とをお祈りしております。また、現在、高額当せ
んされた方々のリアルなエピソードをウェブサイ
トで公開しています。『親子合わせて、まさかの
4億円の当せん！』『ロト購入ついでに、ジャン
ボの高額当せんを知りました！』などという、興
味深いお話がたくさんあり、高額当せんのイメー
ジが湧いてくることと思います。ぜひ当せん者エ
ピソードをご覧ください。

（20頁）宝くじのＰＲをさせていただきます。
『春の開運宝くじ』発売が、4月7日から27日まで
の期間で行われます。『春の開運宝くじ』は、1

等賞金が6,000万円、1等の前後賞が各2,000万円で、
1等・前後賞合わせて1億円となっております。さ
らに、「特別賞」3万円が6,000本用意されており、
当せんのチャンスが広がっています。『春の開運
宝くじ』は「宝くじ公式サイト」でも同時発売中
で、インターネットでいつでも、どこでも「宝く
じ」をお買い求めいただくことが可能です。「宝
くじ売り場」や「宝くじ公式サイト」での宝くじ
購入時に「宝くじポイント」をためて、つかえる
「宝くじ会員」は、現在350万人を超え、多くの
方々にご好評いただいております。ご購入の際は、
みずほ銀行盛岡支店でどうぞお早めにお買い求め
くださいませ。
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（11頁）性別・年齢別では表のとおりです。やは
り人生経験をたくさん積まれた方が有利のようで
す。

（12頁）当せん者を星座別に分けてみますと、第
1位は、男女合計では「魚座」が49人（9.6％）で
トップで、「牡羊座」、「蟹座」と続きます。男
女別でみてみると、男性第一位は蟹座・32人
(10.7%)、第二位は水瓶座・29人(9.7%)、第三位は
天秤座・27人(9.0%)です。女性第一位は魚座・23
人(10.8%)、第二位は牡羊座・22人(10.4%)、第三
位は牡牛座、天秤座・19人(9.0%)となっています。
皆さまは何座でしょうか？

（13頁）宝くじの購入歴については、「10年以
上」の方がトップでした。「宝くじ、お前とオレ
の根比べ！」　これは以前、投稿された宝くじ川
柳ですが、まさに“継続・忍耐が幸運を呼ぶ”方程
式が成り立つ結果になっています。もちろん、
「初めて購入して当たった」という方もおられま
す。

（14頁）1回の購入枚数をお伺いしたところ、最
も多いのは、男性は30枚、女性は10枚となってい
ます。　比較的多めの購入で高額当せんを狙う男
性と、夢を追いながらも「しっかり型」の女性と
の姿勢の違いといったところでしょうか。

（15頁）購入する時のこだわりですが、特にこだ
わりなく買われたのかと思われる「無回答」が
11.5％を占めながらも「連番・バラの割合」にこ
だわって買ったという方が22.3％、次いで「高額
当せん売り場」が12.7％、「売り場の雰囲気」が
9.8％でした。ご自分なりに拘った買い方を楽し
んでいる方が多いようです。

（16頁）当せんした宝くじを購入する際に、何ら
かのゲン担ぎをした方が82%もいらっしゃいまし
た。「良い事があった時に購入」した方が12%と
最も多く、ちょっとした幸運を見逃さずチャンス
を広げているようです。次いで「お参りにいく」

ら販売を開始した数字選択式宝くじは、2019年度
にはロト・ナンバーズ・ビンゴ5の合計販売額は
3,846億円となり、宝くじ全体の売上の5割近くを
占める規模となっています。数字選択式宝くじの
うち、2000年から取扱を開始したロト６は、日本
初のキャリーオーバー型の賞金体系を採用したこ
ともあって、爆発的な人気をよび、現在は週2回
抽せんが行われています。

（7頁）では、宝くじの売上はどのように使われ
ているかご存知でしょうか。2019年度の場合、売
上の46.5％は当せん金として当せん者に支払われ
ました。そして、宣伝費や印刷費等の経費を除い
た、38.5％が収益金として発売元に納められまし
た。発売元に納められた収益金は、地方自治体に
よって、教育施設、道路、橋梁、公営住宅、社会
福祉施設などの整備事業や文化芸術の振興、高齢
化少子化施策、スポーツ事業の運営費など、幅広
く公共事業等に使われていますので、たとえハズ
レたとしても、身近な街づくりに役立っているの
です。　宝くじの購入は、実は「身近な社会貢
献」とお考えいただけるかと思います。

（8頁）ところで、宝くじの当せん金には、時効
があることにご注意ください。せっかく当せんし
た宝くじも、支払開始日から1�年を経過すると、
時効となり、当せん金を受け取ることが出来なく
なります。2018年度の宝くじの売上が、8,046億
円であったのに対し、翌2019年度に時効を迎えた
当せん金は、144億円もありました。このなかに
は1億円以上の高額時効当せん金も含まれていて、
12本もございます。金額に関わらず、当せん確認
と換金はぜひお願い致します。なお、時効となっ
た当せん金は、みずほ銀行の収益になっている、
と考えている方がいらっしゃるかもしれませんが、
そこは誤解でございます。時効となった当せん金
は、発売元に収益金として納められ、公共事業等
に役立てられています。

（9頁）少し柔らかめの話に話題となりますが、
実際に高額当せんされている方というのはどんな

が9.6%、「トイレや部屋の掃除」が7.6%となって
います。

（17頁）次に、購入してから抽せんまでの宝くじ
券の保管場所のデータです。みなさまはいつもど
ちらに保管されていますか？一番多いのが「机の
引き出し」で、2位は「神棚・仏壇」、次いで
「カバン・ハンドバッグ」と続いています。

（18頁）当せん金の使いみちについても、ご興味
がおありだと思います。例えば1,000万円が当
たったら何に使うか、お考えになられたことはあ
りますでしょうか。当せん者のみなさまは堅実で、

方なのでしょう？2019年度の一年間に宝くじで
1,000万円以上の当せん金を受取られた方のうち
511名のアンケートをもとに作られた『宝くじ長
者白書』のデータから、高額当せん者の人物像を
探ってみたいと思います。

（10頁）高額当せん者のお名前を明かすことは出
来ませんが、人物イメージならお伝えすることが
できます。　男性は「購入歴10年以上で60歳以上、
30枚購入した蟹座の会社員の“K.M”さん」。女性
は「購入歴10年以上で60歳以上、10枚購入した魚
座の主婦の“M.K”さん」だそうです。
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1 60 60 60

2 50 59 50 59 50 59

3 40 49 40 49 40 49
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1/20-2/18 29 9.7% 17 8.0% 46 9.0% 
2/19-3/20 26  8.7 23 10.8 49 9.6 
3/21-4/19 26 8.7 22 10.4 48 9.4 

4/20-5/20 24 8.0  19 9.0 43 8.4 

5/21-6/21 23 7.7 17 8.0 40 7.8 

6/22-7/22 32 10.7 15 7.1 47 9.2 
7/23-8/22 26 8.7 15 7.1 41 8.0 
8/23-9/22 26 8.7 17 8.0 43 8.4 
9/23-10/23 27 9.0 19 9.0 46 9.0 
10/24-11/22 11 3.7 17 8.0 28 5.5 
11/23-12/21 24 8.0 14 6.6 38 7.4 
12/22-1/19 25 8.4 17 8.0 42 8.2 
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