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あおり運転の話題が多く、あとひと月後に迫った

会長タイム

増税の話が出ておりません。私は小売店をしてお

濱田

国雄

会長

りますので、増税に向けて表示価格の修正や色々
と準備を進めています。
10 月 の 増 税 後 に 新 た に 始 ま る も の と し て
キャッシュレス・消費者還元事業があります。こ
れは電子マネー（ワオン、ナナコ、交通系ニモ
カ）クレジットカード、デビットカード、ペイペ
イ）等のキャッシュレス決済を登録事業所で行う
と 5％か 2％のポイント還元がある事業で実施期
間が 2019 年 10 月から翌年 6 月まで行われま

先週は雨の中にもかかわらず納涼例会にたく

す。国の政策では金額の上限はないのですがク

さんの出席有難うございました。また一昨日の

レジットカード決済はカード会社グループで上

24 日に行われましたた 24 時間耐久バスケット

限を設定した様子です。一つのカードでの決済

ボールにも数多くの会員やご家族の方、多数の方

は 30 万円までで、それの 5％にあたるポイント

に参加いただきありがとうございました。耐久バ

15,000 円が上限に設定されるようです。増税以

スケットボールは来年も開催されると思います

降はカード決済がかなり増えるだろうなと予測

ので、来年もご協力お願いします。

している所です。また軽減税率制度も始まりま

さて、あっという間に 8 月最後の週になりま

す。この軽減税率制度は酒類を除く食料品と新聞

した。最近のニュースは韓国問題、香港のデモ、

は、８％の税率が適用されるというもので非常に
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来週のプログラム
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・会長タイム

◎セレモニー

・会長タイム

・幹事報告

◎ゲスト卓話

・幹事報告

・委員会報告

宮崎県サイバー犯罪対策課

・委員会報告

例会 2019年9月9日（月）
◎夜間例会
ワールドグルメバイキング
アレッタ宮崎山形屋

18：30 ～

わかりずらい部分があり現場が混乱するのでは

会員増強委員会アワー

とテレビ等でも話題になっています。本日はこの
軽減税率の事例を紹介したいと思います。

田村香代子

地区増強委員長

・ロックアイスの場合、かき氷や飲料に入れて
使用の場合８％、保冷用の場合は 10％
・みりんの場合、本みりんは酒類のため 10％、
みりん風調味料は 8％、ノンアルコールビー
ルは 8％
・ 栄 養 ド リ ン ク、 ア リ ナ ミ ン V、 リ ポ ビ タ ン
D10％（医薬品及び医薬部外品のため）、オロ
ナミンＣらレッドブルは 8％
2730 地区

・屋台で提供する食事、屋台が準備した椅子や

2019 － 2020 増強について

テーブルを利用したら 10％、勝手に近くの公
園等で食べれば８％

１．時代変化に適応する準備期間、または、ター
ニングポイントとして認識する後半期

・映画館でポップコーンを食べる、映画館の座席
で映画を見ながら食べれば 8％、売店の前な

２．日本の寄付はＲＩに大きな力 ＝ 世界を救う

ど売店の管理するテーブルで食べると 10％、

３．戦略計画 － 会員増強にあたって自己評価を
してみる

映画館と同様に野球場も座席で食べれば 8％、
・遊園地内の売店でポテト購入して、園内を食

４．会員基準 － 奉仕する意欲のある社会でよい
評判を受けている人

べ歩きした場合、これも映画館と同様 8％
以上のように面白い事例がたくさんあります。

５．ＣＬＰの課題 － 少人数をどうする。仕事と
ロータリーの優先性。古い考え

あとひと月でうまく現場が理解できているか心
配なところです。

６．時代に追いつく適応、備え － 保守派の妨害
７．先輩への遠慮。年功序列。忖度。反感。頭お
さえ
８．女性会員勧誘の手法
９．ロータリーって何をしているの。どこに向
かっているの。
10．体使う。頭使う。お金使う。

田村香代子（都城中央ロータリークラブ）
プロフィール
学校法人

田村学園

職業訓練法人


理事長・校長

宮崎リゾートサービス
アソシエーション 会長・校長

ロータリー歴
入会日：平成 23 年 10 月 6 日
平成 23 年～ 27 年：地区増強委員
平成 27 年～現在：地区増強委員長
ポールハリスフェロー

宮崎東ロータリークラブの卓話にお招きいた
だいてありがとうございます。
地区増強委員を８年、委員長を拝命して５年を
過ぎました。
年を重ねるごとに今、ロータリーの置かれてい
る状況が厳しくなってきていることが分かりま
す。
現在、３ゾーンに日本は分かれていますが、や
がて、日本のクラブだけで構成されているのは第
３ゾーンのみになります。
また、ゾーンの役員も２. ５人と減らされてい
ます。
まず、海外のクラブと混合される点についてで
すが、よき点もあるかとは思いますが、日本の
ロータリーの精神、思考、方策は協調を果たさな
くてはなりません。そして、後進国との併合は先
進国の日本にとって経済的負担、援助を求められ
ることにもなります。
しかし、一方で他国との交流、日本理解という
メリットもあります。どちらを選択したらよいの
でしょうか。
さらに、これは世界的傾向かもしれませんが、

こちらのクラブは、女性の入会、若年層の開拓
と積極的増強をされているので、今は安定してい
らっしゃるように感じています。
しかし、増強は 10 年単位で薄くなった層の配
慮をしなければ危険です。
その理由としてロータリーの認知度の低下で
す。
あるアンケートによると若い人のロータリー
の認知度は、国際組織の中では低い方です。
良いことをしてきたはずのロータリーの業績
はあまりに秘したため、ポリオの撲滅、水資源、
生活衛生の世界向上に寄与してきたことを理解
されていません。
イメージ向上がなくては、増強はかなり困難な
ものとなります。
このままでは 100 年を超したロータリーも成
熟から退廃に向かうことになります。
今のロータリーを今の時代に合わせていくこ
とができないクラブが機能喪失クラブです。
ただロータリアンというだけのクラブ、活動も
協力も奉仕も少なく、ただ例会をする、このよう
なクラブをそう称するのだそうです。今までの

ロータリアンの年齢構成がどのようになってい

ロータリアンとしての実績を自分達で葬ること

るかということです。

にならないでしょうか。

理想的バランスといわれる正三角形をしてい
るでしょうか。

情報の多い時代、増強に関わる皆様がどのよう
なアイデアを生み出されるか、また他クラブの思

私の所属するクラブも先年、周年事業を催行し

いがけない成功例などコミュニケーション、特に

ましたが、10 年前のビデオを参考に視聴しまし

ＲＬ１において交換し、永久不滅のロータリーに

たところ、70 名を超す会員たちが活気づいて動

今こそ一丸となりましょう。

いていました。10 年後の今は 30 人を切る状態
です。

会員増強委員会
上山 泰寛 委員長

畠中

和広

長友

幹事

親睦活動委員会
平見 映介 副委員長

廣志

ＳＡＡ

職業奉仕委員会
柳園 八星 委員長

迫園

出席委員会
洋二 副委員長

スマイルＢＯＸ
田村香代子 君
お招きありがとうございました。お耳を汚しま
したが、増強はクラブ存続の要です。よろしく
お願いします。

濵田 一郎 君、国師 博久 君
濱田会長と一緒にごあいさつにきました。どう
ぞ１年間よろしくお願いします。

平木 泰英 君
先日の 24 時間車イスバスケットボール大会へ
出席出来ず申し訳ありませんでした。
出席して頂いた会員、家族、友人の方ありがと
うございます。感謝申し上げます。

例会記録

第944回 2019年8月26日（月）

プログラム

出席状況報告
8月26日

第944回

8月5日

第942回

・幹事報告

会員数

30名

会員数

30名

・委員会報告

出席数

23名

出席数

20名

出席率

76.67％

修正出席率

66.67％

・会長タイム

◎会員増強委員会アワー
上山

泰寛

田村香代子


委員長
地区増強委員長
（都城中央ＲＣ）

本日のビジター 濵田 一郎 君（鹿児島サザンウインドＲＣ）
国師 博久 君（鹿児島サザンウインドＲＣ）

メイキャップを積極的に行いましょう。

