
［ 今月/来月 ］ 

行 事 

1 今日の歌 

2 来訪者紹介 

3 会長・幹事報告 

4 第4回クラブ協議会 

 熊本南 RC 事務局 〒860-8536 熊本市中央区上通 2-1 ホテル日航熊本内 TEL096-211-2720 FAX096-211-2721 E-mail:info@kumamoto-southrc.org 

［  今 日  ］ 

例 会 

 今月・来月の行事 

 今日の例会 

5/21-23 2020-21RYLAセミナーin天草 

5/29  インターアクト指導者研修会＠ZOOM 

 

 

 
令和３年（2021）年４月１９日 

斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング  

「奉仕の理想」 

 

来訪者紹介 

ございません 

本日の卓話 濵﨑剛自君の「当社の ITC を活用したマーケット戦略について」より  

会長報告（河津延雄君） 

皆さま、こんにちは。本日もご出席ありがとうございます。本

日の来訪者はございません。卓話者は新入会員卓話で昨年 6 月 15

日に入会されました、朝日生命保険相互会社熊本支社長の濵﨑剛

自さんです。タイトルは「当社の ITC を活用したマーケット戦略

について」です。勉強させていただきます、どうぞよろしくお願

い致します。 

先週は日本銀行券の 20年振りの新紙幣変更についてお話をさせ

て頂きました。その際 1 万円札を光に透かすと右端にすき入れさ

れた 3 本の縦線が見えるとお話させていただきましたが、補足し

ますと 5 千円札は 2 本の縦棒、千円札には 1 本の縦棒が見えます。

これを「すき入れバーパターン」と言うそうです。日本の紙幣は

精巧なので偽造はますます難しくなりそうです。今日は先週の話

に少しだけ係わるキャッシュレスについてです。内容はクレジッ

トカード評論家の岩田昭男さんのコラムからです。政府がキャッ

シュレスを進める理由としては現金のハンドリングコストの増大

で貨幣鋳造にかかる費用が現在は年間約 500 億円もかかっている

そうです。又、民間では銀行などの ATM のメンテナンス料金が年

間 2 兆円以上となっているのでこれらをキャッシュレスの普及で 
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削減したいとしています。それに加え小売店の売り上げ

をガラス張りにして脱税を防ぎ税収を増やそうという

ものです。 

そして最も重要だったのがインバウンド対策で特に今

年開催予定のオリンピックがその中心でした。海外から

のお客様はクレジットカードを使うので、政府はカード

が使えるように全国の小売店に端末を整備し、それによ

って「おもてなし＋消費拡大」を図ろうとしたというも

のです。日本のキャッシュレス比率は 2015 年で 18％、

アメリカは 45％、中国は 60％、中でも韓国は 89％とキ

ャッシュレス化が飛びぬけていたので隣国の韓国に遅

れないように 2018 年から日本も本格的に取り組むこと

になったそうです。日本はそれまで一貫して現金中心主

義でした。先週もお話しさせて頂いた通り、紙幣の印刷

技術は素晴らしく美しく精巧でしかも偽札が作りにく

いため、よその国に比べ紙幣に対する信頼性が高く皆が

現金を好むようになりキャッシュレスには向かない国

民性となったそうです。一方中国は偽札が多く現金は信

用ならない。そのためアリペイやウイチャットペイとい

ったスマホ決済（キャッシュレス）に走ったという事情

があるそうです。 

日本の低いキャッシュレス化問題を何とか解決しよう

と始まったのが 2019年 10月から昨年 6月までの 9か月

間全国の中小の小売店で開始されたキャッシュレスで

買い物をすれば原則 5％のポイント還元が受けられるポ

イント還元事業でした。昨年 12 月に事業内容の結果報

告がありましたが、どの地域においても 4 割強の消費者

が還元事業をきっかけにキャッシュレスを始めた又は

支払い手段を増したとしています。特に 20 代～60 代で

は約 5 割前後の方がキャッシュレスを始めた、増したと

しています。還元事業参加の店舗の約 46％は売り上げに

効果があったとしています。コロナ禍の中でこれから

益々キャッシュレス化が進むと思われますが現在は QR

コード決済も増えてきています。今後はセキュリティの

問題もあり使用の際のリスクも個人でよく考え利用し

ていきたいと思います。 

以上、会長報告です。 

 

出席報告（藤山直秀君）                  

会員数 出席数 出席率 

６１名 ４１名 ６８．３３％ 

出席規定適用免除者 2 名 欠席記録免除者 1名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

 

 

 

幹事報告（丸山浩之君） 

1.熊本西 RC よりご来訪についてのお願いが届いており

ます。 

2.次回（4/26）例会は、第4回クラブ協議会と併せての

開催（食事18：00～、例会・クラブ協議会18：30～）

に変更いたします。通常時間（12：30～13：30）はご

ざいません。ご注意ください。 

 

例会変更のお知らせ 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 4 月 27 日（火）12：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 4 月 27 日（火）12：30～ 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 4 月 30 日（金）12：30～ 

○西南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5 月 6 日（木）12：30～ 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5 月 7 日（金）12：30～ 

 

ガバナーノミニー報告（堀川貴史君） 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。まず、昨日オンラインにて開催

されました、地区研修協議会に参加された皆さま大変お

疲れさまでした。本日は2022-23年度に向けての取組と

進捗状況につきましてご報告いたします。地区スローガ

ン「ロータリーも世界も、つながりで溢れている（仮称）」、

研修リーダー 瀧 満 PG（中津 RC）、財務委員長 星野誠

之会員、熊本第4G ガバナー補佐 後藤 博会員、地区幹

事 作守順子さん（宇土 RC）、筆頭副幹事 喜讀宣友会員、

副幹事 倉嵜保広会員、古財良一会員、新田義正会員、

谷口英樹会員、三好正太会員、月信編集委員長 馬場大

介会員、月信委員 園田修司会員、網川 久会員です。

地区大会ホストは肥後大津 RC、コ・ホスト 熊本南RC他、

2023年4月14日（金）～4月16（日）の開催予定です。内

容としましては、1日目 RI 会長代理晩餐会がホテル日航

熊本（ホスト 熊本南 RC）、2日目本会議～希望晩餐会を

人吉市内にて（ホスト 肥後大津 RC）、3日目ゴルフコン

ペ・エクスカーションを人吉市にて開催予定です。（ホ

スト未定）各種行事につきましては、2021年10月16日

（土）AG 部門長会議から始まります。今年度の地区研

修・協議会はコロナの影響でオンライン開催となりまし

たが、引き続きオンライン開催を検討しています。 
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新入会員自己紹介 2回目（三好正太君） 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。旭緑化開発株式会社（職業分類

造園業）を営んでおります三好です。21歳から31歳まで

の10年間、熊本北 RAC に在籍しておりました。そのうち

の2年間、地区の代表をしていた時の地区 RA 委員長が堀

川貴史会員で当時大変お世話になったのですが、そのご

縁で今回熊本南 RC に入会させていただくこととなりま

した。妻も熊本南 RAC の OG で、今から家族会を楽しみ

にしています。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

委員会報告 

●職業奉仕委員会（高宮 宏君） 

  

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。先週の卓話で永田壮一 PG よ

り職業奉仕についてお話をいただき、職業奉仕につい

ての理解もより深まったのではないかと思います。本

日は各テーブルに「職業奉仕 四つの反省」を配布さ

せていただきました。仕事をする上で参考になるかと

思います。是非ご活用ください。 

 

●スマイルボックス（三角雄介君） 

○河津延雄君・後藤 博君・丸山浩之君・玉田光識君 

坂本幸樹君・森本康文君 

 本日の卓話者 濵﨑剛自会員の卓話を楽しみにしてい

ます。髪型がとても素敵ですね、毎朝のセット時間を

教えてください。 

○濵﨑剛自君    

 本日の卓話頑張ります！三好さんの2回目の挨拶楽し

みにしています。 

○谷口英樹君 

 堀川貴史会員、昨日は地区研修協議会お疲れでござい

ました。ZOOM によるリモート開催でしたが、次年度の

対応に向けて参考になりましたのでスマイルいたし

ます。 

○木下貴夫君 

 4 月 14 日熊本地震余震発生の日、熊本日日新聞に新た

にスタートを切った「西部ガス熊本」を PR させてい

ただきました。お礼のスマイルです。今後も皆さまの

ご指導のほどよろしくお願いします。 

○原 裕一君 Ⅱ 

 4 月 15 日で弊社は創立 95 周年を迎えることになりま

した。これもひとえに出会ってきたすべての方のおか

げと思います。皆さまに感謝します！ 

○松茂信吾君  

 次男（3 歳）奏佑が幼稚園に入園しました。誠に感謝

でございます。 

○藤山直秀君 

 今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

 

●会員卓話（坂本幸樹君） 

「当社の ITC を活用したマーケット戦略について」 

濵﨑剛自君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆RI ニュース（国際ロータリーHP より） 

 「ロータリークラブが新型コロナウィルスとの戦いを

支援」 

 新型コロナウィルスの猛威により世界に不安と困難

な状況が広がる中、ロータリー会員と参加者たちが画

期的な方法で支援し、離れていても手を差し伸べる方

法があることを示しています。奉仕と行動を大切にす
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るロータリー会員は、地域社会で率先してプロジェク

トを立ち上げ、支援を必要とする人びとへの援助を行

っています。しかし、多くの地域で生活が急変してお

り、保健専門家らは、人びとが互いの距離を空け、感

染力の強いこのウィルスの拡大防止のために必要で

あれば自己隔離することを呼びかけています。「疾病

の予防と治療」はロータリーの主な活動分野の一つで

す。これまでも会員は、適切な手洗いや感染予防法に

ついて啓発活動を行い、医療従事者への研修や医療機

器を提供してきました。現在は、各地の保健当局によ

る新型コロナウィルス情報の周知を援助し、パンデミ

ック（世界的大流行）によって多大な負担を強いられ

ている医療施設や病院に防護用品を寄贈するといっ

た活動を行っています。現在までに、以下のようなさ

まざまな方法で会員が地域社会を支援しています。 

・感染の被害が最も大きな国の一つであるイタリアでは、

第 2080 地区内のクラブが寄付を募り、多くの患者を

かかえる病院のために人工呼吸器と防護用品を購入

しました。さらに、中国での流行が最悪となった際に

は、現地での感染拡大防止のため、同地区のクラブが

マスク購入用に 21,000 ドル以上を集めました。 

・同じくイタリアの第 2041地区はネットで寄付を募り、

ミラノの催事場に建てられた 400床の病院で新型コロ

ナウィルス患者の治療にあたる医師や看護師のため

に、防護用品を購入しました。 

・香港では、ロータリークラブが資金を集めて医療品を

購入し、公営住宅を訪問してマスクと殺菌剤を配りま

した。スリランカのロータリークラブは、空港トイレ

に体温計を設置したほか、コイルスに関する認識向上

のポスターを作成して全国の学校に配りました。 

・パキスタンのカラチ・ダラクシャン・ロータリークラ

ブは、数千枚のマスクを地元市民に配布しました。 

・第 3700 地区（韓国）内のクラブは、赤十字に 155,000

ドルを寄付しました。 

・ナイジェリア、アクワイボム州のロータリークラブは、

ウィルスの恐ろしさを伝えるキャンペーンを実施。地

元の 2つの学校でコロナウィルスによる病気と予防法

について指導したほか、健康維持のための衛生習慣に

関する資料を配布しました。 

・米国（メリーランド州）のメトロ・ベテスダ・ロータ

リークラブでは、各ボランティアが毎週、隔離状態に

ある一人暮らしの市民に連絡して状況を確認し、必要

なものがないかどうかを尋ねています。会員はまた、

このような人びとの玄関先に花を届ける活動も行っ

ています。 

 

 

 

＜危機への対応にテクノロジーを活用＞ 

直接会う例会や行事を中止・延期したクラブと地区は、

親睦を保つ独自の方法を見出し、奉仕活動に工夫を凝

らすことでパンデミックに対応しています。 

・フェニーチェ・デル・トロント・ロータリーE クラブ

は、3 月 11 日に行ったオンライン例会に一般の人びと

を招待。ウィルス学者を講演者に招き、コロナウィル

スの感染経路や予防方法に対する知識を広めました。 

・シンガポール・ロータリークラブはウェビナーを実施

し、疫学者と感染症専門家を招いて、コロナウィルス

とパンデミックに関する疑問や懸念に答えてもらい

ました。 

・イーストジェファーソン・カウンティ・ロータリーク

ラブ（米国ワシントン州）は、クラウドファンディン

グを活用し、宅配サービスを行う地元の食料品店、薬

局、レストランのオンラインリストを作りました。 

・ヘレフォード（英国）のロータリー会員は、支援を必

要とする人と、支援を提供できる人・団体をつなぐた

めに、ロータリー会員や一般の人びとから成るフェイ

スブックのグループを立ち上げました。3 月 14 日に開

始して以来、6,900 人以上がグループに参加していま

す。 

・ショウンバーグ・ホフマンエステイツ・ロータリーク

ラブ（米国イリノイ州）は、予定されていた毎年恒例

の募金行事の 2 日前に、この行事をフェイスブック上

で実施することを決定。100 品以上のオークションを

行い、前年とほぼ同額の 100,000 ドル以上の募金に成

功しました。行事でふるまう予定だった 350 人分の食

べ物は、地元の恵まれない人びとに届けられました。 

・シリコンバレー・ロータリーE クラブ（米国カリフォ

ルニア州）は、他クラブの会員を招いてオンライン会

議を開き、会員がつながりを維持するためのデジタル

ツール活用法を紹介しました。この会議を録画し、会

員がいつでも閲覧・シェアできるようにしています。 

・第 34 ゾーン（米国の一部とカリブ海諸島）は、会員

のつながりを保つためのオンラインツール活用ガイ

ドを作成。カリビアン 7020 ロータリーE クラブは、ゾ

ーン内のクラブがオンライン例会を実施できるよう

援助しています。 

 

 


