三春ロータリークラブ会報

第 2264 回 例会

DIST.NO.2530 創立 1970.11.29 承認 1971.1.11

例会日■平成 29 年 9 月 21 日（木）

会場■割烹八文字屋

開会点鐘■12：30
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三春 RC テーマ：「ロータリーを広めよう！」
Contents：クラブ協議会
【例 会】 司会：橋本紀子 SAA

5.幹事報告

【プログラム】

1.開会点鐘

6.各委員会報告

クラブ協議会②

2.ロータリーソング「奉仕の理想」

7.会員卓話

（I・M、植樹について・その他）

3.四つのテストの唱和
4.会長挨拶

会

長 挨

閉会点鐘

拶
先週は八潮ロータリー

の人口７０億人のうち１３億人を超える中国で

クラブの皆さんにお越

すので、5 人に 1 人は中国人ということになり

しいただき短い時間で

ます。２００言語を超えるといいわれる大国で

したが楽しい例会とな

すので来週のレイ君の話を楽しみにしておりま

りました。今度はこち

す。ところでロータリー情報ハンドブック・奉

らから八潮にお伺いしたいと思いますが、いか

仕の一世紀の中の１００名のロータリアンの中

がでしょうか？また理事会において詰めていた

に 7 名の日本人がいます。

だければと思います。

服部禮次郎（レイ） 日本、セイコー（株）会長

今日のクラブ協議会では来年 2 月の IM につ

（東京銀座 RC、元 RI 理事）平沢興日本の解剖

いて皆さんのアイディアなどご意見を頂きたく

学者、京都大学総長（京都東 RC）松下幸之助日

思います。また、11 月に予定をしてます植樹イ

本、松下電器社長（大阪 RC）御木本豊彦日本、

ベントについても今の状況などについてお話し

ミキモト代表取締役社長（東京 RC）清家清日本

いただければと思いますのでよろしくお願いい

の建築家（東京目黒 RC）正田健次郎日本、大阪

たします。

大学総長（大阪 RC）竹田恒徳日本、皇族（東京

来週のプログラム『基本的教育と識字率向上』

北 RC）清家清はネスカフェゴールドブレンドの

では米山奨学生のレイ・ゾオウィくんが『中国

CM『違いの分かる男～ダバダ～～』で有名です。

の識字率について』お話しいただきます。世界

ロータリアンであったことは最近知りました。
1

建築業界にも沢山のロータリアンがおられると

第一号は田中角栄になります。田中角栄は建築

思います。調べてみたいと思います。

士法に功績があったため一級建築士の合格第一

雑学になりますが、現在登録番号が３６万人を

号になりましたが、登録手続きを忘れていたた

超える一級建築士ですが、第一号は誰かお判り

め、番号は一六〇〇〇番台だそうです。因みに

でしょうか？

私は２０万４００番台です。

親睦を深めるきっかけとして毎回席順が変わります！あれ会長席に・・！

幹

事 報

告

１． ９月２３日（木）
県中分区親善ソフトボール大会
場所：滝根町運動公園
集合：AM７：００（八文字屋駐車場）
※三春ロータリーポロシャツ・ジャンパーを
持参ください。
２． １０月１０日（火）会長・幹事会が開催されます。
場所：滝根町 出席者：影山会長、山口

各

委 員

会

報

告

◇増子博保青少年奉仕委員長

白岩良子君
９月１６日（土）大宮で開催されたローターアクトアジア
第一ゾーン代表者会議に出席してきました。
メンバーはやる気があってしっかりしている若者である。
地方等は、JC、商工会青年部、消防と受け皿があるが、
都市部のサラリーマンの受け皿がなく異業種の交流がない。

その意味でもリーダーシップが高められ、異業種の交流
があるローターアクトクラブは必要だ等・・・。
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◇影山吉則会長
米山奨学生レポートについて（紹介）

白岩良子君
雷 哲宇
テーマ：これまでの奨学生の生活で得たものや、
日本留学の成果などについて
私は、今年の四月からロータリー米山奨学生になり、それから、いろいろのイベントで同じ奨学生
の皆さまやロータリアンの皆さま、特にカウンセラーの影山吉則さんから大変勉強になりました。
月一回出席している例会では、近況報告をするので、立派な大人になるため、不可欠なスピーチ能
力が上がるでしょう。これからも、
「中国の識字率」についてスピーチをさせるので、いい経験が得
られると思います。
9 月の上旬には「米山梅吉記念館研修旅行」で、米山梅吉さんの墓参と記念館見学を行い、富士山周
辺を観光しながら、親睦を深める楽しい研修旅行をしました。この旅行から、ロータリー精神の「世
界平和」と米山梅吉さんが他人に貢献する精神に対して、さらに理解を深めることができました。
そして、ロータリアンの皆さまは飲み会で「夜の姿」をみさせていただき、日本人がただただ「かた
い」という印象が私の心の中に変わりました。この一泊二日間、ロータリアンの皆さまと奨学生の
皆さまと仲を深め、一生の思い出になると思います。
私は日本で留学するのはすでに 5 年目、はじめは「夢探し」、つまり、
「自分が何を一番やりたいか」
、
を目的し、この数年が経つと、最初の目的を達成しました。その夢を追いかけならが、ロータリーの
精神を忘れずに、世界平和のために、力を尽くし、人に貢献したいと思います。

◇蒲生久弘クラブ運営副委員長

・・・スマイルのお願いと BGM について・・・

白岩良子君
どんどん例会の前に流しますのでお気に入りの曲を
お持ち下さい。

会

員 卓

話

蒲生

久弘さん

FinTech(フィンテック)とは?
1.フィンテックとはどういう意味?
IT 技術を使った新たな金融サービス「FinTech (フィンテック)」
。
金融を意味する「Finance (ファイナンス)」と、技術を意味する「Technology
(テクノロジー)」を組み合わせた造語です。
また、最近では金融 IT 分野のベンチャー企業(新興企業)をフィンテックやフィンテック企業と呼
ぶこともある。このようにフィンテックは金融テクノロジーそのものを指す場合もあれば、その
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分野の企業のことを指す場合もある。
※ I T (Information Technology の略) 情報技術。
。
※ 1 CT (Information and CommunicationTechnology)情報通信技術。
公共事業の分野で使用される。 IT とほぼ同義語。
※ ToT(Internet of Tings の略)モノのインターネット。モノを使って便利にする。
2.フィンテックの歴史
アメリカ: 2003 年業界紙「アメリカンバンカー」が「Fintech1 00」と題する業界番付発表。
2008 年 9 月リーマン·ブラザース経営破綻。
日本:日経新聞がフィンテックという単語を使ったのは 2014 年頃
3.代表的なフィンテックの事例
(1)スマートフォンでカード決済
(2)自動で家計簿が作れるクラウド家計簿
(3)複数のクレジットカードを 1 枚に
(4)投信·資産運用サービス
(5)その他のフィンテック
携帯電話と電子マネーの融合であるおサイフケータイ
銀行振り込みがネット経由で出来るネットバンク
仮想通貨「ビットコイン」
「イーサリアム」「リップル」等
4.フィンテックが世の中を便利にする
IT を駆使することで金融をより身近なものにしようというのがフィンテックという考え方。
金融サービスの簡易化と効率化。LINE や Facebook 経由でお金を送金できるようになったり、指紋
認証だけで店頭での支払いができるようになったりと、今後もフィンテック分野の技術革新が行
われていけば世の中がもっと便利になっていくものと思います。
どんどん活用していくことが重要です。今後も大いに期待していきましょう。

本日のプログラム：クラブ協議会

◇ 来年 2 月に開催される IM について

□影山会長より来年
2 月 25 日（日）割烹八文字屋で開催される三春がホストの IM について
白岩良子君
会員の皆様よりフリートーク方式で意見をいただいた。
・従来通り実行委員会を立ち上げ、そこで検討しお願いする。
・参加費の徴収方法等、予算を明確にする。
（ガバナー補佐に確認）
・全員登録だと人数の少ないクラブはお金の徴収で無理がある。
・公共イメージの向上につながる内容。各クラブでよく考え実践する勉強会等。
・他の地区でユニークな IM を実行したところをみる。
・ワークショップ（各部門ごとに報告書）・・・等 意見をいただいた。
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◇ 植樹について
について
橋本国春

植樹する場所について桜川沿いではどうか？という話もあったので役場と協議した
ところ、河川沿いの植樹は管理上の問題があり難しいということでした。たとえば、
白岩良子君
町内の小中学校に寄贈する等という方法もあると思います。

佐久間英一

三春駅前に植樹する等、駅前整備にもつながると思います。

福原義守

RI 会長の方針である会員一人につき１本の植樹が望ましいと思いす。
以上のことをふまえ理事・役員会で話し合う。

閉会点鐘

国際ロータリー第２５３０地区
三春ロータリークラブ
TEL

FAX

E-mail

例会場

割烹文字屋

三春町字大町 18-１

62-5757

62-3174

hashimoto@8monjiya.jp

事務所

〒963-7759

三春町八島台 5-3-9

62-2334

62-2334

rcmiharu@gmail.com

会

長

影山

吉則

三春町桜ケ丘 3-1-3

62-3018

62-3110

y.kageyama@watadengumi.co.jp

幹

事

山口

晋司

三春町字中町 51-1

62-4038

62-4038

shinji@polsys-inc.com

会

報

渡邉 宏二

三春町字荒町 60

62-2410

62-2410

yamadai@orange.plala.or.jp
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