
■委員会報告 ■例会予定
<本日＞
◆第２４４３回１月２３日（水）
卓話：田中久光様（地区社会奉仕委員長）
演題：ロータリークラブ私はこう思う！
◆１月３０日休会
定款第８条１節Ｃ項適用

■例会プログラム ■幹事報告　　大城幹事 ◆第２４４４回２月６日（水）　理事会
：柏田 吉美 ユンタク会（テーブルディスカッション）
：新垣義夫副会長エレクト ◆第２４４５回２月１３日（水）

：新垣 裕樹 卓話：古市桂央様
：奉仕の理想・四つのテスト 演題：未定
：池田 彩織 ◆２月２０日振替休会（2/21地区大会）

：岡江 保彦
代行：新垣義夫副会長エレクト ◆第２４４６回２月２７日（水）

：大城 英明 ■報告 地区大会報告
：富田 真理子 ◆第２４４７回３月６日（水）理事会

：富田 真理子 会員卓話予定
：富田 真理子 ◆第２４４８回３月１３日（水）
：新垣義夫副会長エレクト 【幹事報告】 卓話：仲宗根敦子氏（ＥＱ絵本インストラクター）

①「第20回 ＲＩ囲碁大会」のご案内 演題：未定
☆ゲスト ◆前夜祭；4月6日（土）17：00 ◆第２４４９回３月２０日（水）
・久恒達宏様（総務省沖縄総合通信事務所長） ◆場所；韓国大邱市内（徳栄歯科病院ビル6階） 移動例会（社会奉仕活動）
・斉藤友之様（　　　〃　　　信書便監理官） ◆対戦；4月7日（日）9：00～16：00 場所：宜野湾市いこいの市民パーク
★ビジター 　　　　18：00表彰式後に懇親会 時間：11：30集合　12：30点鐘
・加古博昭様（東京池袋ＲＣ） ◆開催；ロータリー囲碁同好会（GPFR）韓国支部 ◆第２４５０回３月２７日（水）
・二宮徹様（福岡城西ＲＣ） ◆登録料；18,000円 ユンタク会（テーブルディスカッション）

■会長挨拶 ⓶カラカラ会開催のご案内 ■地区・他クラブよりお知らせ
日時；1月17日（木）PM7：00～ ＜例会変更のお知らせ＞
場所；あしびJIMA ・コザロータリークラブ
飲食会費；3,000円　参加（食のみ）2,000円 日時：1月31日（木）点鐘19：00

　　　（夜間例会＆新年会）
場所：ｵｷﾅﾜｸﾞﾗﾝﾒｰﾙﾘｿﾞｰﾄ 10F ｼｰｻｰﾗｳﾝｼﾞ
ビジター費：5,000円

■出席報告

比嘉虹水会員

ＱＡＢ琉球朝日放送への番組出演決定！
ハピイレ（ＨＡＰＰＹ ＥＬＥＶＥＮ）

毎週土曜日午前１０時５０分～生放送‼
夢を理える　虹水七占鑑定

皆さんどうぞご覧ください(^^♪

67.74%

＞＞＞　四つのテスト　＜＜＜　～　言行はこれに照らしてから　～

職業奉仕月間

例会№

　　　１．真実かどうか 　　３．好意と友情を深めるか
　　　２．みんなに公平か 　　４．みんなのためになるかどうか

2441 2442

　＊＊＊　第２４４２回　　（２０１９年１月１６日）　　例会報告　＊＊＊
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■ゲスト・ビジター紹介　富田 真理子

例会日

¥57,743

幹 事 報 告

61.29%

訂正出席者数

31 31
出席率 64.52%

訂正出席率
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訂正算定分母
21 19
31 31

1月19日（土）花いっぱい運動の
様子です。岡江社会奉仕委員長と
伊禮文雄会員と共にラグナガーデ
ンホテルスタッフも参加されてお
りました。少年野球チームも多く
参加されて作業はほんの15分程
度で終わりました。

¥59,246
《1月ロータリー為替レート　＄１＝￥112》
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新垣義夫副会長エレクト
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第2442回 ¥1,000 ¥1,503
累 計

出席者数 20 18
出席免除者欠席

富田新世代奉仕委員長

■久恒所長本日の卓話ありがとうございまし
た。大変勉強になりました。（茂宮 隆次）

0

第1回RYLA（ロータリー青少年指導者養成プロ
グラム）セミナーへの参加及び登録のお願い

1

¥166,000
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34会員数 34

¥165,000

なぜ私が今日は会長の代行の代行そのまた代行をする
事になったかという事ですが、本日1月16日は新暦で
のジュウルクニチーの日に当たります。旧暦で行われ
る所も多くありますが、東江会長、仲吉副会長がジュ
ウルクニチーという事で例会に出席できず、ならば新
垣真由美会長エレクトに打診した所、業務で欠席とい
う事で副会長エレクトである私が代行する事になりま
した。沖縄には新正月、旧正月ともう一つのグソーの
正月ジュウルクニチーがありますが、私からするとも
う一つあります。それはトゥンジーです。トゥンジー
は「ワカティーダウンケー」と言ってお正月に太陽を
迎える、いわゆる本土でいうご来光で新年を迎えると
いう事ですが、現在では中城だけが行われているかと
思われます。ジュウルクニチーについて、沖縄は先祖
崇拝でご先祖様を大事にするので亡くなったご先祖様
をジュウルクニチーに、あの世の方もお正月を祝って
貰うという事と、特に去年亡くなった方はミージュウ
ルクニチーといって盛大に行います。昨年亡くなった
人がいなくてもジュウルクニチーを盛大にやる所とや
らない所があって本島では勝連半島とか宮古、八重山
では御馳走をいっぱい持ってお墓に行ってジュウルク
ニチーを盛大に行います。その代わりシーミーはやり
ません。さて、本日の久恒所長の卓話「多様化する決
済手段」楽しみにしております。ぜひ勉強したいと思
いますので宜しくお願い致します。

■ニコニコの趣旨

ｴｺ思想推進宣言

横浜ＤｅＮＡベイスターズ花いっぱい運動
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卓話：久恒達宏様（総務省沖縄総合通信事務所長）
「多様化する決済手段」

総務省久垣と申します。沖縄に派遣されて丁度１年半
経ったところでございますけれども、現在、沖縄事務
所の所長をさせて頂いております。総務省の仕事は昔
は郵便関係も含まれておりましたが、今は通信と放送
を扱っております。先ほど比嘉さんの方からＱＡＢの
放送の話がありましたが、2011年アナログ放送を停
止しデジタルに移行となった時のルール作りを我々が
担っていたところでございます。今日は「多様化する
決済手段」という事でお金の話をしますが、総務省の
やっている仕事は情報がグルグル回る世の中を作りた
い。みんな面白おかしく儲けるというような事を目指
しております。今回はお金の問題でこんな情報が変
わってきますというお話です。

職業宣言　２．天与の職業を愛情をもって育てることが、職業奉仕だ。

日経新聞の記事を紹介しますと、多様化する決済手段という事で外国人旅行者の消費が特に力強く喚起
している中で、現金に変わるもので決済する事に対応出来なければ置いてけぼりをくらいます。サービ
ス業の生産性向上に寄与する事に出遅れた日本は巻き返しへの動きとして個人情報の法整備が急務とさ
れております。現金以外での決済をしているという人の割合、お隣の韓国は96％ですが、日本の場合は
まだ20％と現金に頼った社会となっております。これからどのように変わっていくかと推測ですが、
ベースになるのがクレジットカード、その次にデビットカード、電子マネー、プリペイドというのがあ
ります。詳しくはお手元の資料4Ｐと5Ｐをご覧下さい。クレジットカードにはVISA、Mastercard、ダ
イナーズクラブという風にカードブランドがあります。これは信用があるからこそ受けられるサービス
です。信用が薄い人とか未成年者の方にはデビットカードというのがあります。先にチャージするプリ
ペイドカードでモノレール、バスに利用するsuica、okicaは電子マネーです。一方で電子マネーで後払
い方式なのがポストペイ、NTTドコモさんのＩＤとかJCBさんのQuicpayでスマホをかざしてチャリー
ンとかいって決済するシステムの事を言います。特に最近出てきているのがQRコード決済です。そもそ
もQRコードはコンテナごとにかざす事で物流を滞りなく行うために開発されたものです。国際ブランド
（クレジットカード）7社の中の一つに「中国銀聯（Unionpay）がありますが、実は中国の決済システ
ムに信用性が薄かったためにクレジットカードが伸びなかった、その為にＱＲコードの写真をとって決
済するソフトウェア、アリペイとかウィチャットペイが2013年に爆発的に伸び始めました。では何故
伸びたか？クレジットカードの場合は磁気テープを読み込むリーダーという装置を店舗側が準備をする
必要がある。QRコードに関しては写真で読み取って決済できるという事で初期投資が殆ど要らないので
爆発的に導入することが出来た。2018年2月の日経新聞によりますと、「スマホ決済３メガ銀連携」の
見出しで、三菱、みずほ、三井住友の関係者が連携して決済をする。QRコードの規格を統一する。また
5月には、地方銀行にも参入を呼びかけてQRコード決済に向けて日本全体で推進する。QRコード決済に
は、店舗側がQRを提示するMPM方式と利用者がバーコード/QRを提示するCPM方式があります。沖縄
県の動きを見ますと、県内の4銀行がキャッシュレス化へ提携し「沖縄決済コンソーシアム」を検討した
りセブンイレブン、イトーヨーカドーがQRアプリの広告を出したり、座間味3島でキャッシュレス化を
目指すということで新聞の記事にありました。「アリペイを使ってモノレール運賃を決済してみましょ
う」とか「ローソン通販代金などスマホで払込可能にしましょう」という動きもあります。昨年7月の記
事では「沖縄振興推進重点取り組み6分野」という事でNTTドコモさんが持っている力でキャッシュレ
ス決済についての環境の提供に貢献していくことを宣言されています。更に宮古島では外国人観光客に
対してタクシー会社及び小売り店においてモバイル決済サービスを用いた決済環境を整備しキャッシュ
レス決済需要に対応していく動きもあります。今後の総務省の取組としては、QRコード決済の標準化を
図る事と、モバイル決済のモデル事業を推し進めていく事です。実際にモデル事業が本当に出来るかど
うか商工会議所さんと意見交換しておりますが、QRコード決済、モバイル決済が広く認知されれば、集
客に繋がり、売上に繋がり、街中が潤う事になると思います。私達総務省というのは、放送と通信を掌
握しますけれども、個人情報が変な所に使われないようにちゃんと管理出来る体制を作ります。ご清聴
ありがとうございました。

2018-19年度クラブ会長テーマ：　キラリ輝こう！
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