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本日出席会員 37名 

 メークアップ（前々回）6名 

 出席率（前々回補正） 71.15% 

「君が代」斉唱 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

  

会長挨拶 第 66 代会長 三村昌之         

こんにちは。ラグビーワール

ドカップ世界大会、一昨日も

日本代表は世界ランキング 2

位のアイルランドと戦って

19-12 で破る大金星でした。

新聞では４年前の南アフリ

カに勝って以来の２大会連

続の「大物食い」とも言われ

ました。試合で優劣を付けたのは後半 18 分の逆転トライで

したが、僕が拍手喝采を博するのはスクラムでアイルランド

に負けていなかったことです。このスクラムを見ていて、ア

イルランドとぶつかっても全然崩れず逆に相手が崩れたの

は、何といってもお互いに掴み合っても伸びないというフク

イタテアミの経編ジャージーが貢献していると思って見て

いました。競技用の服はホントに大切だと教えられました。

ところで逆転トライで大金星をもたらしたのは 27 歳の福岡

堅樹（けんき）選手でした。父親は歯科医、祖父は医師と「医

者一家」で育ったという彼は、現役・一浪して受けた医学部

受験に失敗したため筑波大学に入学してラグビー部に入っ

たそうです。もし医学部に入っていたら今の彼があるかどう

かは分からないのでこれも運命だと思います。東京オリンピ

ック後、引退して医者を目指すと公言しているそうですが、

高校時代からケガをしながらラグビーをやってきた彼は、ア

スリート目線で選手に寄り添う医者になりたいそうです。自

分の使命をしっかりと見据えていると思います。ところで、

今日 10月 1日から消費税が 10%に上がります。少し調べまし

た。消費税が 8%になったのは 2014 年 4 月 1 日、今回 10%に

なるのは五年半ぶりになります。税金が上がる前の駆け込み

需要のことをテレビで流していましたが、自動車関連でみま

すと、タイヤで 4.5倍、ドライブレコーダーで 3倍の売り上

げだそうです。うちのタイヤセールスグループでは、先月末

でスタッドレスタイヤで通常の 1.9倍の売り上げがあったと

聞きました。この反動の売り上げ減が怖い面もあります。ま

た軽減税率やキャッシュレスポイント還元事業が始まりや

やこしさが増してしばらくは混乱して慣れるのに時間が掛

かりそうです。キャッシュレスポイント還元では 5%は大きい

と思い僕も遅まきながら昨日電子マネーの PayPay に加入し

たのですが、夜中中利用制限が掛かっていると出て画面が固

まっていました。この事業は、中小店舗でキャッシュレス決

済すると、決済額の最大 5%を消費者にポイント還元するとい

うもので期間は来年 6月までの 9か月間限定、還元率は中小

店舗が 5%、フランチャイズ傘下の大手コンビニチェーンや飲

食チェーンは 2%。Amazon や楽天などインターネット上で展

開する個人 EC(電子商取引)も還元対象となります。なお、大

手スーパーなどの大規模事業者は対象外。このポイント還元

は利用しない手はないので、電子マネーなどに入った方が良

いと思います。今日のプログラムで梅田会員が説明してくれ

るそうなので勉強していただきたいと思います。 

 

プログラム                  

会員卓話 

「キャッシュレス決済への対応」 梅田雅彰会員 

 

なぜ今キャッ

シュレスに対応

していかなけれ

ばならないのか

をお話できたら

と思います。キ

ャッシュレス決済は現金支払い以外の方法です。世界

ではどのように決済されているのか。日本はキャッシ

ュレスの比率が 19.9%と低く、現金決済インフラを維

持するために、年間約 1.6 兆円を超える直接コストが

発生しているのが事実です。現金を使うだけで 1.6 兆

円、あまり個人的にはいいことではないと思っていま

す。キャッシュレスに対応しないと日本でお金を使っ
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ていただけなくなり、インバウンドが期待できなくな

ります。キャッシュレス対応でない店舗を避ける傾向

があります。まだ今の時点でキャッシュレス対応して

いないところは早急に手をつけるべきだと思います。

将来的に、中国でも現実になっていますが、デジタル・

セルフ化による省力化で、飲食店における人件費が 20

～35%削減可能ということがわかっています。キャッシ

ュレス・消費者還元事業ということを国が勧めていま

す。ポイント還元制度が始まりました。10%消費税上が

りましたが、キャッシュレスで 5%戻ってきます。経営

者としてアリババのジャック・マーさんが好きで動画

を観ていただきたいと思います。 

https://www.youtube.com/watch?v=eWMKNJgXUoo 

ジャック・マーさんが言いたいことは、ほとんどの流

通はインターネットで行われるようになるぞというこ

とです。モノはどこからきているのか、それはインタ

ーネットからだと言っています。そして、将来、全て

はインターネットでつながります。キャッシュレス決

済等の IT対応ができない企業は淘汰されます。縮小す

る国内マーケットではなく、拡大するグローバルなマ

ーケットを相手にする方が楽。可能にするのはインタ

ーネット×若者。全てはインターネットでつながる。

若者に IT を若者に経験を私たちの未来をつくるのは

若者であると言っています。 

会員記事

10 月誕生日お祝い・・・6名 

竹 内 紀 昭 78才  京 藤 敏 実 68才 

上 野   巌 67才  今 村 清 孝 67才 

宇 野 晃 成 59才  梅 田 雅 彰 35才 

10 月結婚記念日お祝い・・・9 名 

鎌谷 忠雄・千鶴子 54年 吉田登喜男・久 枝 43年 

市川 隆成・知恵子 43年 山本有一郎・奈央子 40年 

白﨑 弘康・敏 子 39年 矢尾 主成・裕 子 27年 

塩田 憲康・小百合 24年 渡辺 哲広・和桂子 19年 

三村 昌之・育 子 17年 

ニコニコ箱・・・ 82,000 円 累計 502,000 円

・結婚記念日自祝 梅田会員、難しいキャッシュレス

ポイント還元について卓話お願いします。【三村昌之】 

・スタートの夏よみがえる猛暑。今日は「かのとひつ

じ」で大安。三村会長の 9ヶ月の旅立ち。【渡辺佳男】 

・タバコ、今日よりやめタイ。ネクタイ忘れました。

・誕生日自祝

【河合敏一】【竹内紀昭】【宇野晃成】

【矢尾主成】 【上野  巌】　【梅田雅彰】

・梅田会員卓話よろしくお願いします。

【田中 茂】【宮前貴司】 

・結婚記念日自祝

【白﨑弘康】【吉田登喜男】【市川隆成】 

・ＴＲＧＣお世話になりました。     【宮本 俊】 

・武生ＲＣゴルフ同好会のコンペを行いました。

多くの方の参加をお待ちしています。  【井上常宏】

・本日欠席となり恐縮です。梅田会員卓話よろしく

お願いします。 【西藤浩一】 

・誕生日自祝 本年度も米山記念奨学金の御寄付

よろしくお願いします。  【今村清孝】 

・本日炉辺会 1班様お待ちしてます。 【西本久美子】 

例会変更情報／福井県内ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付（10月9日～10月22日） 

10 月10日  福井�RC 12:00～12:30 ユアーズホテルフクイ�1 階  

10 月11 日 福井あじさい�RC12:00～12:30 ホテルリバージュアケボノ 

10 月11 日 福井西�RC  12:00～12:30 バードグリーンホテル

10 月18 日福井西�RC  12:00～12:30 バードグリーンホテル 

10 月21 日 福井東�RC  12:00～12:30  アオッサ�1 階入口 

＊変更の無い各クラブの定例例会については、ロータリーの

友ホームページ等にてご確認ください。 

◆◆武生 RC 掲示板◆◆ 

～京藤敏実会員撮影～ 

『サグラダ・ファミリア』 

～スペイン、バルセロナ～ 

（9月 26日） 

ガウディの代表作の一つ。 

1882年の着工から 130 年以上 

経った今もなお工事中。 

完成予定は 2026年。 

※皆さんの趣味の写真メールください。

本日(10月 8日)例会  10月 15日→19日 

移動例会（ＩＭ） 

敦賀市民文化センター 

10月 22日 

  休  会 

10月 29日 

炉辺会合発表 

米山奨学生卓話 

楊 嘉琛さん 

https://www.youtube.com/watch?v=eWMKNJgXUoo



