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ロータリー特別月間　５月：青少年奉仕月間

「キャッシュレス決済
について」お話します。
　現在のキャッシュレ
ス 決 済 は 国 の 全 体 の
決 済 額 の 約 20% 程 度
な の で、10 年 後 に は
40％を目指し、将来は
80% 目指す方針で動い

ています。
　「キャッシュレス決済とは現金を伴わない決済」で、支払い手段
としてはクレジットカード、デビットカード、電子マネー、QR コー
ド決済などが挙げられますが、キャッシュレスの利用割合は決済
全体の約 10％、その中の割合としてクレジットが約 90%、電子マ
ネーが 8%、デビットカードが 1.7% となっています。
　キャッシュレス決済のメリットと挙げると、
 人手がかからない
 現金を管理する人件費の削減
 防犯効果の期待
 利用データが残るので、データの有効利用が可能
キャッシュレス決済は様々な方法がありますが、その中で今注目
されている QR コード決済というのがあります。
注目されている理由としては、
 手数料が安くランニングコストが安価（導入）
 導入が簡単（導入）
 スマホアプリで簡単に使える（利用）
 ランニングコストが安い（利用）
がメリットとして挙げられるます。
　今回は特に QR コード決済について説明すると、スマホとアプ
リを使って決済するのですが、即時決済と言う手段を使い銀行と
直結をしていて決済する方法を取っています。もう一つはクレジッ
トですが、裏側で銀行と銀行が連携する決済です。
　最近スマホアプリの手軽さで QR コード決済が生まれてきまし

た。なぜ注目されるかは、これからの消費税増税と政府側でキャッ
シュレスに関係する省庁が普及推進に努めています。現時点での
QR コード決済の事業者は複数ありますが、裏ではソフトバンクや
楽天などの企業がバックアップして動いています。
　今なぜ 100 億円還元とかポイント還元とかを行なっているかと
言うと以前インターネットを普及させるために街中でパソコン等
を無料で配布することをやってましたが、今のうちに普及させ、
利用させて、将来的に利用者を独占したいという思いあると思い
ます。
　スマホアプリと言う簡単なところで消費者に普及しているので
これからも伸びると思います。さまざまな分野での業者にとって
良いところは、現金を持たなくて良くなるので、人件費も削減で
きるのですが、実際には現金が無くなるのかと言うというとそう
ではないと考えています。現金と並行してこのようなサービスも
取り扱っていかなければいけないと考え、常陽銀行および他の銀
行もそうですが、各事業者の方に様々な提案や機械の導入が今は
無料でできるとか安く導入できるので今は一生懸命導入のお手伝
いをしていますが、銀行としては、様々な事業者のニーズを考え、
寄り添ったところでのお手伝いができればと、この「キャッシュ
レス決済」普及にも関わっているところです。で先ほど説明した
通り現金も並行し
て扱うことで、我々
常陽銀行では関連
会社がありますの
で、総合的な提案
をさせていただき
たいと思います。
今後とも常陽銀行
よりよろしくお願
いいたします。
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新入会員卓話　長瀬　行弘　会員

私の会社は、父が始めて約 60 年位になります。本店は常総市に
あり、私が小学校に入学する頃に鉄骨で 2 階建ての建物を作っ
て店舗併用事務所兼住宅に住んでいました。その後住まいが狭
くなってきたので、中学校に入学する頃、３階を増築しています。
この建物を建てたのが 50 年前、3 階建てになったのが 40 年前
とかなり老朽化が進み、４、５年前に両親が高齢とともに 3 階
へ上り下りするのが大変だからエレベーターを付けて欲しい、
改装して住みやすくして欲しいと言う話がでたので、相当費用
が予想されることから使うのをやめて、以前、私がつくば市の
豊里ゴルフ場の近くに住んでいたので、そこの建物を立て直し
て両親はそこに移り住みました。
　何が言いたいかと申しますと、「社長の仕事」と言うことに最
近、気が付いて、今までは自分の仕事を一生懸命やり受注を獲
得していくものと思っていましたが、そうではなく仕事は社員
全員でやるものだと、社長は舵取りをし、大きな決断をしなきゃ
いけないんだと最近やっと気がつきましたが、今更大先輩方の
前で話すべき事なのかと思いますが、会社のいろんなことを判
断していかなければいけない事を、私自身がやっと気が付くこ
とができました。
　先ほどの建物の話になりますが、常総市の本店の土地は父親
個人所有、建物は母親個人所有と言うことで、個人が費用を負
担して壊すことになります。そのため弊社ノーブルハウジング
が土地建物購入し、2 年ぐらい経ったのち経費扱いに処理しまし
た。社長はさまざまな案件に対して経費を削減も考えて、誰も
教えてくれないことを自分で決断して経理士の先生などに相談
しながら進めていかなくてはいけないんだなと言うことをやっ
と気が付き、少しだけですが自分が成長した実感を感じました。

　そして話は変わりますが、弊社の優秀なベテラン職人さんの
話ですが、彼に仕事をお願いしたところ、その日はちょっと行
けません、申し訳ございませんと断られてしまいました。
実は彼の娘が少し重い病気を患ってしまい転院するかもしれな
いので行けないということで、すごい困りどうしたらいいか自
分は全然わからなかったのですが、作ったものを読み上げます。

「平成 31 年 2 月 27 日、ノーブル太郎様、退職金の前払いにつ
いて　諸般の事情を考慮し誠に勝手ながら株式会社ノーブルハ
ウジングより支給予定の退職金より前払いいたします。単に前
払いをすると給与所得と同じ扱いになり退職金の税制上の優遇
処置の扱いを受けられない所得税や住民税の課税、社会保険料
の負担増になってしまいますそこで退職金本来の税制上の優遇
処置 ( 課税や社会保険料の負担なし）を失わないようにするた
めに従業員貸付金として処理します貸付として返済しなければ
いけないのですが、これは退職時に返済金として一部を処理し
ますので、現在は返済の必要はありません。現在積み立てして
いる期間がまだ僅かですが、平成 20 年 4 月 21 日より積立を始
めた建設業退職金返済共済金がありますので、（出勤日数× 1 日
310 円）実際の退職時に建設業退職金返済共済金として振り込
まれます。株式会社ノーブルハウジング　代表取締役　長瀬行
弘」このようなことは公にしていいのかどうかはわかりません
が、会社のために一生懸命働いてくれている従業員とその従業
員を支えてくれている家族のためを思い、このようなことを社
長はすべきであるという事に気付き始めています。これからも
引き続きやっていこうと思います。
本日はこのような機会をありがとうございました。
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ニコニコボックス

大野　治夫　会員
令和を祝い記念樹の桜を 4 本植えました。毎年の行事にして行おうと思っています。年一本、残り 50 本 ?

塚田　陽威　会員
1. 東郷さん先日は 100 周年おめでとうございました。
1. 今日は結婚記念日のお祝いありがとうございました。もうすぐ 50 周年です。

鈴木　冨士夫　会員
明日のゴルフのため早朝 ( 南筑波カントリー）に行ってきました。がっかりしました。2、3 年後に期待

井田　充夫　会員
5 月１８日 19 日、米山奨学生 31 名を連れて三島の米山梅吉記念館に研修旅行を連れて行きました。熱海に泊まり 19 日
は小田原城で 2780 地区と合流して交流しました。東郷さん 100 周年おめでとうございました。

塚越　俊祐　会員
トランプさんと習近平さんの意地の張り合いはいつまで続くのかな ?

長瀬　行弘　会員
今日はスピーチの機会をいただきありがとうございました。会長との秘話をお話ししようと思いましたが早退されました
のでまたの機会にします。

東郷　治久　会員
先日日曜日にはせっかくのお休みのところ、当社の 100 周年記念パーティーに大勢のロータリアンにご参加いただきまし
た。ありがとうございました 100 年後の創業 200 周年記念パーティーもぜひともご参加下さいますようお願い申し上げま
す。

高田　稔美　会員
先日ゴルフコンペの幹事をしたら大雨で中止になりました。伝説の雨男、あだ名は妖怪アメフラシの本領発揮です。
こんな私にゴルフできる日は来るのでしょうか？野球はきっと晴れます。私欠席ですので優勝目指して頑張ってください。

渡邉　仁　会員
内容のない話に耳を傾けていただきありがとうございました。

本日合計 48,000 円 累計額／（目標金額） 1,387,000 円／（2,700,000 円）



つくば学園ロータリークラブ 楽しく活動・そして街のために！
〒 305-0051 茨城県つくば市二の宮 1-10-1 ヴェルドミール 105 号室 
電話 029-858-0100 FAX 029-858-0101

例会日：木曜日　１２：３０～１３：３０
例会場：オークラフロンティアホテルつくば
茨 城 県 つ く ば 市 吾 妻 １ 丁 目 １ ３ ６ ４ － １
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無断欠勤ゼロ・出席率向上を目指して

プログラム予告

つくばオールロータリアン FaceBook 同好会は、つくばの３クラブのロータリアンとローターアクト、インターアクトの 情報
などを FaceBook 上で共有しています。皆様、ぜひご活用ください。

つくば学園・つくばシティ・つくばサンライズ・ローターアクト
公開 https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts
非公開 https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts 公開 QR コード 非公開 QR コード

友好クラブ
第 2650 地区
京都山城ロータリークラブ

つくば学園ロータリークラブ
ホームページもご覧ください
http://www.46gama.com/
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2018-19 年度　RI テーマ
BE THE INSPIRATION

http://www.kyoto-yamashiro-rc.com/

https://www.rotary.org/ja

2018-19 年度　高橋賢吾ガバナー　地区スローガン　

ロータリーの心と力を地域社会へ
http://www.rid2820.jp/

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

無断欠勤ゼロ・出席率向上を目指して

会員数 出席数 欠席数 無断欠席数 出席免除数 メイクゲスト 出席率

91 65 26 2 1 0 72.22%

プログラム予告
05 月 30 日 12:30 ～ 13:30　例会 ・新入会員卓話 市村剛会員、久保田泰隆会員
06 月 06 日 11:00 ～ 12:00　2019-20 年度 第 2 回（事前）理事会「山水亭」 役員・理事、プログラム委員長、親睦活動委員長
       18:30 ～       2018-19 年度 第 12 回理事会　「焼肉えびす」 役員・理事、プログラム委員長、親睦活動委員長　
06 月 06 日 12:30 ～ 13:30　移動例会 会場：つくば山水亭 会長挨拶、理事・各委員会委員長事業報告発表 誕生結婚記念祝、他
06 月 13 日 12:30 ～ 13:30　各委員会委員長事業報告発表
06 月 20 日 12:00 ～ 15:15　移動例会 「第 12 回中学生と語る会」会場：豊里学園つくば市立豊里中学校　体育館
06 月 27 日 12:30 ～ 13:30　例会 各委員会委員長事業報告発表 定時総会 会長・幹事退任の挨拶 ※ 6 月ニコニコ大賞
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