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会長卓話 

 

小宮山大介 会長 

皆様こんにちは。本日も例会参加ありがとうござい

ます。先日の台風から 10 日が過ぎましたが、千葉県

の被災地はまだまだ大変な状況が続いています。私

の大網白里で歯科医院を営む友人は未だ連絡が取

れていません。今朝の情報を検索すると電気の復旧

見込みは 27日だそうです。一日も早い回復を祈念し

ます。 

さて、話題を変えて恐縮ですが、消費税改定の日

が刻々と近づいています。消費者、事業者共に準備

は済んでいるでしょうか？前回のように駆け込み需要

もあまりないようにも感じます。そこで今日は同時に開

始されるキャッシュレス・消費者還元事業を取り上げ

てみたいと思います。 

最近、現金をほとんど使わなくなったという方はい

らっしゃいますか？ 

私自身、飲食には現金を使う事がまだまだ多いで
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す。しかし最近、オフィスメンバーとランチに行くと、

PayPay で支払う者も多くなってきました。（実は私、

今朝方 PayPayをスマートフォンにインストールしまし

た）この制度、事業者側には端末を支給をしたり、手

数料を安くすることで導入しやすくし、消費者側には

キャッシュレス決済をするとポイント還元をするという

双方にメリットのある制度です。冷めた目でとらえると、

増税による消費の落ち込み軽減とキャッシュレス社会

の導入を同時にやろうと云う目論見です。同時に軽

減税率制度も施行されますから、混同してわけわから

ん⁈という状況です。 

なので、解り易い図表を掲載します。 

 

 

 

ある面白い現象を報告します。 

キャッシュレス・消費者還元事業は上記のように対

象が大手と中小で運用に違いがあります。例えばコ

ンビニエンスストア。フランチャイズオーナーの様に、

本来は中小事業者が大半ではないでしょうか。実は

これ一律ではないのです（ご存じであれば甚だ失礼

します）直営なのか？フランチャイズ店なのか？これ

により変わります。参考までにマクドナルドの HPを 

マクドナルドはポイント還元制度に参加する？ 

この制度は参加を表明した店舗が対象となる取り組

みであり、国内のマクドナルド約 2,900 店舗のうち、

約 2,000 店舗のフランチャイズ店舗が参加を予定し

ています。なお、直営店舗に関しましては制度の対

象外のため、実施はいたしません 

何だか複雑ですね。ですので軽減税率制度はこの

場では割愛させていただきます。 

最後にこのマークは覚えておいてください。10月よ

り適応店舗がこのマークを表示するそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 

 

大濱裕広 幹事 
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皆様、こんにちは。お客様ようこそ。本日もよろしくお

願いいたします。それでは幹事報告いたします。 

（地区より） 

・10 月 24 日のポリオデーのイベントを地区大会のク

ラブ紹介にて行います。その際に、タスキでつなご

うロータリーエンドポリオと題して、各クラブのタスキ

をつないでいく動画を配信する予定です。 

・また、10月 24日のポリオデーに向けて、各クラブの

イベントのアンケートがきております。当クラブでは、

10 月 24 日は第８グループの有志の会員の皆様と

一緒に越谷駅前にて、募金活動並びにオーロラビ

ジョンにて、ポリオ撲滅キャンペーンのビデオ上映

を行う予定です。近く、案内を送らせていただきま

すのでよろしくお願いいたします。 

・ロータリー米山記念奨学会より、ハイライト米山 234

号が届いておりますので、ご確認ください。 

（クラブより） 

・浪江ロータリークラブ事務局様より、浪江ロータリー

クラブ 50 周年記念式典の参加登録についての連

絡です。先日、案内を送らせていただきましたが、

出欠の返信をよろしくお願いいたします。今現在、

15名となっております。よろしくお願いいたします。 

・東武よみうり 9月 16日号に当クラブのジュニア甲子

園野球大会の記事が掲載されております。 

以上幹事報告でした。 

 

雑誌記事紹介 

 

大島直幸 会員 

ポリオと闘う 40年間 

（ロータリーの友 9月号から） 

1979年9月29日、国際ロータリー（RI）のリーダー

達はフィリピン・マニラ郊外にある学校の校庭で役人

達と会談し、530万人の子ども達に経口ポリオワクチ

ンを提供するための 5年間のパートナーシップを結

びました。ロータリーは、当時開始したばかりの「保健、

飢餓追放および人間性尊重補助金（3‐H）プログラム」

で、70万ドルを越える資金の提供を約束したので

す。 

その9月の晴れた日、約100人の子どもワクチンは

投与されました。ポリオ根絶を目指すロータリーの世

界的な闘いの、その最初の一滴を投与した RI会長

のジェームス L.ボーマー.Jr氏は、校庭に集まった母

親とその子ども、そのまた子ども達の為にこのプログ

ラムに尽力しました。 

フィリピンの弁護士であり、RI理事、そして後に RI

会長となるM.A.T.カパラス氏は、「素晴らしいことに

は、必ず小さな始まりがある」と聴衆に説いています。 

その最初のワクチンの投与後、ボーマーRI会長は

ズボンが引っ張られるのを感じました。「私は驚いて

下を見ると、ポリオで体不自由な小さな男の子がいま

した」と彼は回顧します。男の子の妹がワクチンの接

種を受けたばかりでした。少年は泥だらけの顔いっぱ

いに笑顔を見せ、「ありがとう、ありがとう、ロータリー」

と言いました。 

 

10月 24日は世界ポリオデーです。 

1．イベントの開催 

2．特別なプログラムのビューイング会 

3．「ポリオをなくそう」の広告を作成または使用 

4．ソーシャルメディアで拡散する 

クラブや地域が実施を予定しているイベントをお知

らせ下さい。（https://www.endpolio.org/ja） 

 

 

https://www.endpolio.org/ja
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会長報告 

 

小宮山会長と喜びの伊藤会員 

 

 

御礼を述べる伊藤会員 

私事で御座いますが 9月 15日 日曜日に長男 26

歳が無事結婚致しました。 

皆様誠に有難う御座います。 

小宮山会長、ご丁寧にご祝電を頂戴致し誠に有難

う御座いました。 

 

 

 

委員会報告 

社会奉仕委員会 ： 伊藤 純 委員長 

皆様こんにちは。地区より 2019年 8月の九州北部

豪雨災害、9月に入り千葉県及び九州の台風被害に

対し、義援金ご協力のお願いが来ております。皆様

義援金のご協力をお願い申し上げます。 

先般もご案内させて頂いておりましたが 10月 27日

（日）に第 45回越谷市民まつりが開催されます。 

後程、詳細を改めましてご案内させて頂きます。皆

様のご協力がなければ実施致すことが出来ません。

合わせましてご協力の程、宜しくお願いもうしあげま

す。 

 

 

 

 

外部卓話 

「夢をあきらめなければ必ずかなう」 

有限会社ラスタラス 石井隆司 様 

 

石井隆司 様 

石井隆司様は生まれつきポリオのため、生まれつき

手足にまひがあり、歩行が困難である。 

自分がなぜこのような身体に生まれたのか・・・・・ 

といつも落ち込み、そんな自分に嫌気がさして引き

こもっていた時期や幼少期の複雑な家庭環境や事情、

いじめなどの幼少期の経験も踏まえてお話を頂きまし

た。 

そして足こぎ車いすと出会い、人生観が 180度変

わる。「障害があっても夢はかなう！」をテーマにお話

を頂きました。 

障害を持っている人、応援してくれる人に夢を届け

るため、2019年ハワイホノルルマラソンの出場を目指

されております。 
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幼少期の様々な経験を踏まえた卓話 

 

 

 

 

 

卓話を終えて小宮山会長と熱い握 
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・伊藤さん、ご長男 周晃さんのご結婚おめでとうござ 

います。                   小宮山大介 

・本日も宜しくお願い致します。世界平和の為に 

大濱裕広 

・笑うセールスマン石井様、本日卓話宜しくお願いし 

ます。ドリスさん、サムさんいつもお手伝いありがとう。                       

青木 清 

・石井隆司 様 本日宜しくお願いします。 

松井昭夫、中澤伸浩、宮﨑敏博 

・お客様ようこそ。         須賀篤史、佐藤 要 

・私事ですが、9/15 日曜日に長男 26才が無事結婚

しました。小宮山会長、ご丁寧な祝電ありがとうざ

いました。                   伊藤 純 

・世界平和の為に！              関森初義 

・本日も宜しくお願い致します。       

大熊正行、高瑠璃子 

 

 

 

 

出席報告 

会員数          46名 

出席免除者        6名 

出席者           26名 

欠席者           20名 

出席率          65.0 % 


