本日の行事予定 (2019 年 3 月 8 日)
第 3187 回例会
卓話担当：岡本康義君
講
師：津島ガイドボランティア
大橋忠彦氏
演
題：「津島について」

んが、世界的には安全な飲み水の確保や衛生的に
問題のある地域が、まだまだ多くあるといえます。
私たちは、水道から水を飲むことができても、
ペットボトルで、水、お茶やその他の飲料を飲ん
でいます。また、かなりの家庭で浄水器が浸透し
ており、消毒薬といえる塩素分も、除去して飲ん
でいます。
先回の記録
水の次は空気ということで、空気清浄機を家庭
第 3186 回 ’19 年 3 月 1 日（金）晴れ
で利用している方も多くなっています。単に花粉
卓話担当：大河内勝彦君
だけでなく、ＰＭ2.5 やインフルエンザ、細菌の
講
師：㈱名古屋銀行営業企画部長
感染を防ぐために使われています。ＩＣＵという
木河勇二氏
病院の特殊な部屋の環境を実現できるものも表れ
㈱名古屋銀行津島支店長
ています。しかしながら、あまりに無菌状態にす
山口秀樹氏
るのは、身体の弱っている時や手術のあとなどを
演
題：「フィンテックと
除けば、身体に抵抗力をなくしてしまうのではな
キャッシュレスの動向」
いかと思うのであります。いろいろな菌とは上手
ロータリーソング 「四つのテスト」
に付き合って、むしろ菌に対する抵抗力を身につ
ソングリーダー 伊藤誠君
けておくことに努力しなければと思います。
ビ ジ タ ー 加藤憲治君（あまＲＣ）
今月は名古屋でウイメンズマラソン、シティマ
会 員 総 数 62 名
2 月 8 日例会分訂正
ラソンが行なわれます。事務局の佐藤さんは本年
出席免除会員 19 名
欠 席 会 員
14 名
も出場予定と聞いています。最近では、練習と称
本日出席会員 46 名
MAKEUP 会 員
9名
して「揖斐川マラソン」のハーフマラソンに出ら
本日の出席率 74.19％ 訂 正 出 席 率 96.61％
れたそうであります。3 月 10 日、名古屋ウイメン
超 過 出 席 伊藤哲朗君、吉田康裕君、幅辰雄
ズマラソンに、心からエールを送りたいと思いま
君 (第 38 回津島東高校ＩＡＣ例会)、相羽あつ子
す。私も、会長職を終えたら、もう一度名古屋の
君(第 4 回地区インターアクト委員会)
ハーフマラソンに返り咲きたいと思います。
今週の卓話は大河内君の担当で、講師には名古
会長挨拶
屋銀行の木河部長様をお迎えしております。ノン
伊藤哲朗会長
キャッシュ時代の到来は、政府の消費税上げの緩
3 月に入りまして、私の任
和策として出されたポイント還元に端を発し、昨
期もあと 4 ヶ月になりました。
年末、「ペイペイ」が 100 億円還元という挙に出
身体の弱い私にとって、１年
て、一気に流通業界に嵐を巻き起こしました。
間健康に暮らすことが結構重
みなさんご承知のように、中国社会では日本で
荷に感じていましたが、3 分
は考えられないほどノンキャッシュが進んでおり
の 2 の期間、無事過ごせたこ
まして、いよいよ日本も、という感じです。私共
とに感謝しています。かといって、気の緩みが危
の店舗も、１月中にワタシン津島本店とリサイク
険だと思いますので、注意したいと思います。
ルショップ・エコパーク津島店が利用できるよう
さて、今月のロータリーの重点テーマといえば、
になり、さすがにエコパークの利用がかなり出て
「水と衛生について」ですが、日本社会はこのテ
いる、と聞いています。あらためて、金融界の方
ーマについては、特段問題にすることはありませ
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に語っていただけるということで、非常に楽しみ
にしております。
さて、私も残り任期 4 ヶ月になりまして、4 月
14 日には、来年に向けての地区協議会が開催され
ます。そして、次週は私が例会に出席できず、次
年度伊藤幸蔵会長エレクトにお世話になります。
私自身、エレクトのお話が聞けないのが残念です
が、ウィークリーを楽しみにさせていただきたい
と思います。

幹事報告
吉田康裕幹事
 本日は、例会終了後に理事
会を開催します。役員・理
事・委員長の皆様はご出席
をお願いします。
 3 月 1 日金曜日 16 時より、
第 4 回地区補助金委員会が
ガバナー事務所で開催さ
れ、浅井彦治次年度地区補助金委員が出席する
予定です。
 3 月 6 日水曜日、名古屋東南ＲＣ創立 50 周年記
念コンサートに事務局員が出席するため、事務
局の業務はお休みとなります。その日の緊急連
絡先は、吉田幹事までお願いします。
 本日は、『ロータリーの友』3 月号を配布し、
『ガバナー月信』及び『The Rotarian』各 3 月号
を回覧しています。これらは地区のホームペー
ジからも閲覧できますので一度ご覧になって
ください。
 3 月のロータリーレートは＄1＝￥110 です。

までよろしくお願いします。
余郷達也君 先ほど津島市制 72 周年式典にて表
彰されました。
坂井裕君 家内が御園座で舞わせていただきまし
た。ロータリーのご夫人方にもお世話になりまし
た。
堀田正裕君 今月誕生日です。
山田勝弘君 今年も愛西市古瀬千引町を流れる相
の川で桜祭ライトアップを実地します。皆様お出
かけください。
小林啓子君 美術展搬出に際して寺田さん、田中
さんにお世話になりました。ありがとうございま
した。
加東育郎君 山田勝弘さんにお世話になりました。
猪飼充利君 ウィークリーに写真が載りまして。
中野義光君、横井知代君 その他。
卓 話
卓話担当：大河内勝彦君
講
師：㈱名古屋銀行営業企画部長
木河勇二氏
演
題：「フィンテックと
キャッシュレスの動向」

・FinTech とは？
FinTech とは、金融分野(Finance)と情報技術分野
(Technology)をかけ合わせた言葉。IT 企業が金融
分野においてサービスを展開することを指す。

ニコボックス報告 第 3186 回分
柴田伸彦ニコボックス委員長
伊藤哲朗会長、山田勝弘副会
長、吉田康裕幹事 ①本日の
卓話講師に㈱名古屋銀行営
業企画部長の木河勇二氏、㈱
名古屋銀行津島支店長の山
口秀樹氏をお迎えして。②大
河内勝彦君、本日の卓話、よ
ろしくお願いします。
㈱名古屋銀行営業企画部
長・木河勇二氏 お車代を喜捨してくださいまし
た。
飯村理君、大河内勝彦君、加藤則之君、柴田伸彦
君、杦田勝彦君、野々山勝也君、野尻栄一君、幅
辰雄君、山本達彦君 ①本日の卓話講師に㈱名古
屋銀行営業企画部長の木河勇二氏、㈱名古屋銀行
津島支店長の山口秀樹氏をお迎えして。
加藤憲治君（あまＲＣ）皆様に色々お世話になっ
ております。本日は女房、出張(ストライキ？)の
ためおじゃましました。
大河内勝彦君 本日卓話を担当いたします。最後

・キャッシュレスの現状
2018 年 4 月、経済産業省が「キャッシュレス・ビ
ジョン」を策定し、2025 年の開催を目指す大阪・
関西万博に向けて日本のキャッシュレス決済比率
を 40％まで引き上げる目標を掲げた。政府がキャ
ッシュレス化を積極的に後押しすると表明したこ
とでキャッシュレス競争は激化。
・キャッシュレスの種類
キャッシュレスとは、紙幣や硬貨、つまりキャッ
シュ(現金)を使わない決済すべてを指す言葉。大
きく分けて以下の３種類。
① 事前決済……プリペイド（前払い）方式
交通系カード等のチャージ型電子マネー
② 事後決済……クレジット(後払い)方式
クレジットカード
③ 即時決済……デビット（即時払い）方式
デビットカードや即時の口座引き落とし
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・乱立する○○Pay
政府の後押しを背景に、従来から普及しているキ
ャッシュレスサービスに加え、近年は○○Pay と
いったＱＲコード決済サービスが続々と参入。

・消費税引き上げとキャッシュレス
▶国は 2019 年 10 月の消費税増税時の景気対策とし
て、2020 年夏の東京五輪直前までの約 9 ヶ月、
キャッシュレス決済時に最大 5％のポイント還
元政策を実施。(予算規模 4,000 億円程度)
▶中小店舗限定とはいえ増税による売り上げ低迷
を防ぎ、諸外国に遅れるキャッシュレス決済推
進の狙いもある。

・○○Pay のキャンペーン展開
新規参入の決済事業者の増加に加え、大胆なキャ
ンペーンも競争激化に拍車をかけている。決済金
額の 20％相当を還元するキャンペーンや、加盟店
手数料を無料にするキャンペーンを開催。

・キャッシュレス・消費者還元事業の制度詳細
実施期間：2019 年 10 月より 9 ヶ月間
(2020 年 6 月まで)
条
件：補助期間中、本制度を利用する中小・
小規模事業者に対し、3.25％以下の手
数料率
支援内容：中小・小規模事業者向け支援
①消費者還元率 5％
②端末費用 2/3(1/3 は決済事業者負担)
③手数料補助 1/3
フランチャイズ等向け支援
消費者還元率 2％
対象加盟店：一部の例外業種を除き、原則全ての
業種が対象
対象決済手段：クレジットカードのみならず、電
子マネーやＱＲコード決済も対象

・キャッシュレスのメリット(消費者のお客さま)
メリット①決済がラクになる
メリット②財布が軽くなる
メリット③ＡＴＭに頻繁に行かなくていい
メリット④明細がオンラインでわかる
・キャッシュレスのメリット(店舗：加盟店)
メリット①レジ締めの手間やコストが省け、生
産性が向上する
メリット②高価な専用端末を置かなくても対応
できる(紙・タブレットパソコン)
メリット③クレジットカード決済と比較し、決
済手数料が格安
・キャッシュレスのメリット(銀行)
メリット①口座振替による顧客口座の活性化
メリット②現金の管理コスト(輸送費・ＡＴＭ維
持費)の削減
メリット③加盟店手数料の獲得
メリット④データの利活用による新たなビジネ
スの獲得

・フランチャイズ加盟店への支援(2％還元)
◇コンビニエンスストア等のフランチャイズチェ
ーンについては、中小・小規模事業者に該当す
る加盟店についてのみ、国からポイント還元/
割引分の補助を実施。
◇直営店や、大企業の加盟店におけるポイント還
元/割引については、国から補助せず。

・キャッシュレス決済のセキュリティ不安
ＱＲコード決済に切り替えることで便利になる一
方、セキュリティの不安もあり、キャンペーンで
不正利用の被害報告もある。
【想定される事例】
◇偽のＱＲコードを貼り付けて、偽サイトへ入金
させる・個人情報を抜き取る。
◇悪意ある店員により、手伝う振りで実際の金額
よりも多く支払いをさせる。

還元の対象となる業種について
①従来、公的な資金の使途として社会通念上、不
適切と整理されている者……風営法上の風俗営
業等、暴対法上の暴力団等に関係するもの
②別途の需要平準化対策が講じられる取引……
自動車の購入、新築住宅の購入
③換金性の高い非課税取引……郵便切手類の譲渡、
印紙の譲渡、地方公共団体が行う証紙の譲渡。
商品券・プリペイドカード等の譲渡、外国為替
業務に係る役務提供
④一部の消費税非課税取引がその取引の太宗を占
めると考えられる者……医療・福祉・学校等

今後加速していくと考えられるＱＲコード決
済だが、高齢者でも安全に使えるような仕組
みの確立が必須。

・決済業者(LINEPay、PayPay 等)の狙い
●制度の適用によるポイント取得の防止
ＱＲコード決済サービスを通じて膨大な顧客デー
タを収集、蓄積。データの利活用を他の事業の成
業者間での取引を繰り返すことによるポイ
長に結びつけられるようにしたいとの思惑がある。
ントの不正取得等については、厳しい対応を
取る。
・キャッシュレス決済の整理
決済は方式・端末・媒体の組合せで成立している。
めいぎんＪＣＢデビットカードについて
まとめると以下の通り。どの決済方式を取り入れ
めいぎんＪＣＢデビットとは？
るかによって、導入すべき端末が変わる。
お店やインターネットショッピング等、普通預金
口座から直接支払うカードです。使い過ぎの心配
-3第 3187 回例会

がないので、支出管理もらくらく！ 銀行口座が
あれば 15 歳以上(高校生)からお申込みができま
す。※2019 年 1 月現在

浅井賢次君
2 月 25 日、ハワイで 90 歳の誕生日を迎えまし
た。飛行機内でもホテルでも祝福していただき、
早朝のサンセットＲＣの例会に出席。アラモアナ
ＲＣを訪問したところ休会で、
た
ま たまおい でになった Winton
Schoneman ガバナーにお会いし
て、名刺をいただきました。

名古屋銀行 Twitter アカウントについて
名古屋銀行では、ニュースリリースやキャンペー
ン・セミナー情報などを Twitter で発信していま
す。
誕生日祝福（3月）
神谷里明親睦活動委員
幅 辰雄君（ 7日）
矢田 潔君（14日）
伊藤 基君（19日）
山田勝弘君（21日）
堀田正裕君（21日）
寺田晏章君（23日）

↑
夫
人
加藤泰一郎君(5日）
稲川明俊君（19日）
神谷里明君（30日）

梶浦興蔵君 （5日）
余郷達也君（12日）
伊藤 基君（21日）
結婚記念日祝福
幅 辰雄君 （3 日）
伊藤 誠君（12 日）
相羽あつ子君（26 日）

名刺

名古屋東南ＲＣ創立 50 周年記念コンサート
3 月 6 日（水）、愛知県芸術文化ホールにて名
古屋東南ＲＣの創立 50 周年記念コンサートが開
催されました。1981 年に東南ＲＣがホストをした
Ｒ財団奨学生の松尾葉子さんが指揮、セントラル
愛知交響楽団が演奏、松尾さん作詞・作曲のクラ
ブソング“新しい時”を会員が斉唱しました。

滝川林一君（20 日）
伊藤哲朗君（29 日）

その他

相羽あつ子君
夫妻

山田勝弘副会長

次回例会
第 3188 回 ’19 年 3 月 15 日(金)
卓話担当：国際奉仕委員長
寺島淳一君
内
容：台北滬尾ＲＣ歓迎例会
※台北滬尾ＲＣの会員と
ご家族等 16 名がご出席

河西あつ子会場
委員が司会です

お知らせ
■台北滬尾ＲＣ歓迎会
と き：3 月 14 日（木）18：30
ところ：木曽路名駅 IMAI ㌱店(地下 1 階)
■第 1 回次年度役員・理事・委員長会議
と き：3 月 15 日（金）18：00
ところ：朝日寿し
ソングリーダー
は伊藤誠君

右端は㈱名古屋銀行津島
支店の山口英樹支店長

■休会
3 月 22 日（金） 定款 8-1
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