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★事務所：神奈川県平塚市豊原町22-13 TEL/FAX：0463-36-2255

★例 会：第1・第3・第5 木曜日 12:30～13:30 大磯プリンスホテル TEL：0463-61-1111 FAX：0463-61-6281

会 長 新宅 文雄 会長エレクト 守屋 紀忠 幹 事 大藤 勉

№７第２５０１回 例会 令和２年９月１７日

■司会:布川 史明 ■点鐘：新宅 文雄 ■合唱：我等の生業

・9月27日：休会 ・10月1日：通常例会、守屋紀忠さん、理事会 ・10月8日：休会◇プログラム

)◇出席報告 例 会 会員数 出席数 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 ◇欠席者（４名

２５０１回 16(13) ９ 69.23％ － － 原、太田、田中、石山さん

)２４９９回 16(13) ９ 69.23％ － － ◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名

会員起立、（テープ演奏のみ）

◇おめでとうございます

敬老の日お祝い：河本親秀さん

敬老祝有り難

うございました。

90歳になりまし

たが、生涯現役、

死ぬまでは頑張

って生きる＝当

たり前ですが･･

･＝この間出来

我
等
の
生
業

るだけ人のお役に立てるような形の生活を送りたい

と思っています。自分にとっては慣れている所為も

あるでしょうが、ロータリーはそれを実践しやすい

場所と思っています。例会には100％出席、会報担

当も出来るだけ長くやって行きたいと考えています。

色々とご配慮＝90歳を祝う会の催しなど＝頂きま

（拍手）して有り難うございました。
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◇おめでとうございます

誕生日祝：桜川誠さん（9/27）

誕生日祝有り難うございました。昭和47年9月27

日生まれで48歳になります。余談になりますが、河

本さんがロータリーに入られた年数と同じ年になり

ます。（河本さん入会日は昭和47年8月4日）年齢40

（拍手）台、頑張って行きます!!

Happy Birthday Songは鈴木美乃さん独唱

（会場：鳥肌立ったと大拍手）

◇出席報告 鈴木美乃委員

◇会長報告 新宅文雄会長

暑さ寒さも彼岸まで間もなくお彼岸です。読書の秋、

食欲の秋、最近は自然災害の秋になりました。気を

つけたいですね。

さて、前回は安倍首相辞任のニュースでしたが、

今日は菅総理大臣の誕生です。菅内閣は新型コロナ

ウイルス対策と経済再生対策が最優先。行政の縦割

り打破や規制改革を掲げ「デジタル庁」を創設する。

ロータリーの友誌9月号を読んで立命館アジア太

平洋大学（ＡＰＵ）学長（学）立命館副総長・理事

の出口治明（でぐちはるあき）様の「変態が改革す

る多様性社会」世の中をきちんと見るためにはタテ

・ヨコ・算数の思考で考え、エビデンス（データ）

分析を活用する事が必要。

新宅は、今まで現代社会の趨勢からあまり隔たり

を感じておりませんでした。この欄を読んでショッ

クを受けました。そうなのかな、そうかもしれない

と。

以下 読後印象に残ったことを羅列します。

・夫婦別姓はＯＥＣＤ（経済協力開発機構）37ヶ国

中で日本だけ。

・欧米の強欲資本主義はいらない、日本的経営が世

界を救うというが。日本はこの30年間正社員の労働

時間は年間2000時間以上働き、経済成長率は1％、

ドイツ.フランスは1300～1400時間の労働で2％成

長を実現した。

・ＧＤＰの世界シェアは日本は9％から4.1％以下に

なった。

・国際競争力は30年前は1位だった、2019年は30位、

・平成元年（1989）の世界のトップ企業20社中日本

企業は14社だった。今は日本企業はゼロになった。

トップ20社の顔ぶれはＧＡＦＡ（グーグル、アップ
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ル、フェイスブック、アマゾン）創業16年のフェイ

スブックがトヨタ自動車の約2倍の時価総額を持っ

ている。更に、ＧＡＦＡの予備軍を「ユニコーン」

と呼んでいますが、この「ユニコーン」は380社あ

る。アメリカ200社弱、中国100社弱、残り100社弱

が世界中にあるのですが、その中で日本は3社だけ。

日本は新しい産業を生み出すことが出来なかった。

「日本企業は世界で何故かくも凋落したのか」

・新しい産業を生み出すカギは何か。キーワードは

三つ。

女性、ダイバーシティ＝多様性＝、高学歴あるいは

勉強です。

・今まで企業は、偏差値がそこそこ高く、素直で、

我慢強く、協調性があり、上司のいう事をよく聞く

人を、大量に採用してきた。企業側が100％悪い。

こういう人は必要ですが、尖った若者や変態が改

革する多様性社会でないと新しい産業は生まれませ

ん。

・保護者から「子供をどのように育てたら良いので

しょう」とよく聞かれます。

答えは三つ。一つ目か顔が異なるように、人の個

性も能力も皆違うのだから、「比べる」ということ

を止めること。二つ目は、好きなことは勉強でなく

てもちっとも構わない。「好奇心と執着心」好きな

事だから最後までやられるのです。それを途中で

「何やってるの。勉強しなさい」と言われてしまう

と、最後までやり抜く力が育ちません」。三つ目は

人は頭で考えているだけでは駄目、行動してなんぼ、

ということです。一生懸命行動した時は、結果は度

外視して、ひたすら褒めてあげて下さい。子どもは

褒められることによって、自己肯定感を獲得するの

です。個性を大事にする。執着心や自己肯定感を育

てる。個性のとがった人、変態が未来をつくるので

す。

・高校でも、ごく一般の子どもと変態を育てるコー

ス、この両方を7対3くらいで用意した方がいい。頑

張って成績を、偏差値を上げたいと思うお子さんは

無論、いい子です。従来通り頑張って、難関大学に

進めばいい。

今の世の中で不登校が増えている現状をみて、偏

差値一辺倒の教育はおかしい。

是非「ロータリーの友」9月号をお読み下さい。

理事会報告：9月3日開催

議題

1、敬老祝について

敬老祝について今年度は、85歳以上の方が対象で、

お祝品としてプリンスホテルのチケットを謹呈する

事に決しました。（対象者2名）

2、その他について

本年度の地区大会は「コロナ感染予防のため」会

長、幹事、会長エレクト？だけが出席し、会員は出

席できません。従って移動例会にはなりません。地

区大会特別例会は中止し、例会変更は致しません。

ロータリー研究会に会長が参加すること承認。

ロータリー100周年記念 特殊切手発行。（1シー

ト840円、50万シート＝500万枚）。大磯ＲＣでは河

本、百瀬、新宅の3名が各3シートを申し込んだ。

10月は米山月間 9月17日の例会で瀬戸委員長が

中心に、目標1人20000円の寄付を皆様にお願する。

（1人平均14000円）

11月が財団月間ですから、財団も一緒にお願する

事になりました。（ロータリー財団は200ドル、ポ

リオ40ドル）

＝13時40分～14時30分修了＝

9月8日 第8グループの会長、幹事会がありまし

て、その報告を致します。

吉野ＡＧ挨拶 地区からは例会や事業はあくまで

各ロータリークラブの理事役員会・協議会で決定し

たことを尊重します。地区はクラブのサポート役で

す。各ＲＣの決定事項を尊重します。

・9月19日(土)12；30～15；00 財団セミナーが

開催

・貸出備品リスト等はクイックアクセスで獲得し

て下さい。

・寄付送金明細書が改良されました。

・国際ロータリー第２７８０地区クイックアクセ

スをクリック

・第３回ＡＧ会議報告

・ヒアリングシートに関する説明について（公共

イメージ委員会）

・今後のガバナー公式訪問について、この時点で

は20ＲＣ/66ＲＣ

・地区大会について、出席者は各クラブの会長、

幹事、会長エレクト

・各クラブ例会状況について（例会と会員増強）

三荒弘道地区増強副委員長

・奉仕プロジェクトアンケートについて（9月11

日必着）提出済

・次回開催日 10月13日18；00～40分間リモート

会議
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・9月30日必着：地区大会用（財団.米山表彰対象

者）（高齢者、物故者）

・9月30日：コロナ禍に於けるアンケート（奉仕

活動＝社会、国際、職業）

・10月5日必着：規定審議会 立法案提出期限

・10月6日：ロータリー研究会申し込み（11月25

日20；00～21；00）

以上

◇幹事報告 大藤勉幹事

1．2020-21年度地区大会案内

日 時：2020年10月18日（日）12:00~16:41場所：

鎌倉芸術館

出席者：会長、幹事、会長エレクト

2．前年度Ｒ財団寄付者、米山寄付者一覧表の正誤

表チェック依頼

3．コロナ禍における奉仕活動についてアンケート

依頼

4．規定審議会立法案（制定案）地区提案承認の件

：茅ヶ崎クラブよりの2件の提案

5．ハイライトよねやま246号

会長・幹事会での各クラブの動向情報：

：会員17名中12月末に3名（会長エレク平塚南RC

トを含む）退会予定。高齢者が多くコロナ禍で厳し

い状況にある。

が出ていました。幾つかのクラブで会費の減額の話題

今期50周年を迎え、色々悩んでいました平塚北RC

が、何とか記念式典をやる考え。

：友好ナイト＝入会しそうな人を対象平塚湘南RC

にイベントを開催＝魚釣り、バーベキュウのような

レクリエーションを通してロータリーの仲間と打ち

解けるよう計らう。創立35年を記念してであるので

クラブの中長期ビジョンを作成する計画。

長寿企業：

企業には30年寿命というのがあります。起業して

駄目になるのが30年。これは1980年代、アメリカの

雑誌に出たんですが、日本でも中小企業は20数年平

均、大企業も大体40年くらいで衰退すると1980年代

からいわれていました。一方100年以上の長寿企業

中南信金は88年、井上かま数は日本が世界一多い。

です。中小の方が長生きするぼこさんは100年以上

というのがありますね。日本で一番古いのが西暦57

8年創業の金剛組、587年池坊華道会、705年甲府西

山温泉慶雲館（飛鳥時代、藤原の鎌足の長男眞人が

開湯）。GAFAのような巨大企業が良いか、中小の方

が良いか???です。

◇委員会報告：

☆スマイルボックス 瀬戸亨一委員

布川さん卓話楽しみにしています。・新宅文雄さん：

桜川さん誕生日おめでとうございます。菅内閣誕生、

菅総理大臣就任おめでとうございます。

布川さん卓話楽しみにしています。・河本親秀さん：

桜川さん誕生日おめでとうございます。

桜川さん誕生日おめでとうござい・守屋紀忠さん：

ます｡布川さん卓話お願い致します。

桜川さん誕生日おめでとうござい・瀬戸亨一さん：

ます。9月19日（土）ロータリー財団セミナーに行

ってきます。

桜川さんおめでとう。布川さん・百瀬恵美子さん：

卓話楽しみです。

：桜川さん誕生日おめでとうござい・鈴木美乃さん

ます。布川さん卓話楽しみにしております。お誕生

日のお祝い頂き有り難うございます。

先ほど会長からお話し☆瀬戸亨一財団委員長：

があったように来月10月が米山月間です。米山奨学
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会寄付目標が一人2万円となっております。どうぞ

「ハイ寄付にご協力お願いします。9月14日発行の

が出ています：ライトよねやま」に寄付金速報

8月までの寄付金は前年同期に比べて3.7％減、＝

（普通寄付金4.7％減、特別寄付金2.0％減）約1,20

0万円の減少となりました。

当会へのご報告を頂いた7月1日現在の会員数を昨

年同期と比較すると、全国で約2,200人減少してい

ます。また、コロナ禍による困難な経済状況にもか

かわらず、皆様からご支援頂いていることに深く感

謝申し上げます。

当財団は内閣府より「公益財団法人」の認定を受

けているため、当奨学会への寄付金には所得税、法

人税の財政優遇が受けられます。相続税も非課税と

なります。

今年度もぜひ、ご協力賜りますようよろしくお願

＝いいたします

になっておりますので、11月はロータリー財団月間

こちらも宜しくお願い申します。

◇卓話

「GO TO キャンペーンなど、現在私達が

利用できる旅行キャンペーンについて」

布川史明さん

配付資料：

1．Go Toトラベル事業（地域共通クーポン）

2．Go To Eatキャンペーン事業について

3．県民限定の県内旅行割引キャンペーン

現在コロナ禍において、私たちが享受できるもの

を整理してみました。（詳細は配布資料を参照願い

ます）

大きく分けて以下の3種類があります。

１．GO TO トラベル事業

現在東京都を除く全国でスタートしているのは

「Go TO トラベル事業」であり、簡単に言うと20,0

00円を上限に旅行代金の50%を国が補助してくれる

というものです。50%といいますが、本日時点で既

に始まっているのは旅行代金の35%割引という部分

です。残りの15%は「地域共通クーポン」というも

ので、こちらは10月1日から開始されます。本日は1

0月1日から始まる「地域共通クーポン」について触

れてみたいと思います。

(1)発行形態 紙クーポンと電子クーポンの2種

類がある。紙は旅行会社または宿泊事業者が発行、

電子は利用者がHPにログインし入手する。

(2)有効期間は宿泊日およびその翌日

(3)利用エリアとしては宿泊地の都道府県およ

び隣接する県に限られ、宿泊地が神奈川県の場合、

有効なのは神奈川県・東京都・千葉県・山梨県

・静岡県となる。

(4)その他地域共通クーポンの利用対象となら

ない商品・サービスがあるので注意してください。

例えば税金など行政機関への支払いや金券など換金

性の高いものの購入はできません。

２．GO TO EAT キャンペーン事業

こちらはまだ開始されていないが、今週9月15

日に所管である農林水産省のHPおよびコールセンタ

ーが設置されました。GO TO EATは大きく分けて2種

類のキャンペーンです。

(1)食事券 登録飲食店で使えるペレミアム付

き食事券で、購入額の25%分を上乗せしています。

ただし購入制限があり、1回の購入あたり2万円分ま

でとなっています。お釣りは出ません。

開始としては準備が整った地域から順次販売開始と

なります。販売は2021年1月末まで、

有効期限は3月末までの予定。

(2)オンライン飲食予約 オンライン飲食予約

サイト（例：ぐるなび、オズモール等）経由で、期

間中に飲食店を予約・来店した消費者に対し、次回

以降飲食店で使用できるポイントを付与するという

ものです。昼食時間帯は500円分、夕食時間帯（15:

00~）は1,000円分のポイントを付与。付与期間は20

21年1月末まで、利用は3月末までの予定。

３．地元かながわ再発見（かながわ県民割）

このキャンペーンの最大のメリットは、GO TO

トラベルと併用可能という点だと思います。
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宿泊旅行・日帰り旅行ともに最大50%の割引が得ら

れます。割引額については

定番エリア（横浜・鎌倉・箱根）と再発見エリア

（定番エリア以外の地域）とで違いがあります。ち

なみに大磯プリンスホテルは再発見エリアに該当す

るので割引率も高く、お得だと思います。

このキャンペーンは今週9月15日に神奈川県のHP

で特設サイトが開設されました。

予約受付は10月1日（木）開始、販売期間は10月8日

（木）から令和3年2月28日

（日）までです。宿泊は3月1日（月）チェックアウ

ト分までが対象。ただし、気をつけていただきたい

のは、キャンペーン期間内であっても予算がなくな

り次第終了となるそうなので、お早目にご利用いた

だくのが良いと思われます。

以上が現在みえているキャンペーンです。この他

「GO TO イベント」や「GO TO 商店街」というにも

ようですが、具体的キャンペーンが計画されている

なものが公表されていません。

本日お話させていただいた３つのキャンペーン、

「GO TO トラベル」、「GO TO EAT」、「地元かな

がわ再発見（かながわ県民割）」をうまく組み合わ

いただき、安全で楽しい旅行を楽しんでくせて活用

ださい。

以上

質疑：

・ ？大磯町民が大磯プリンスホテルに泊まる場合は

：問題なし。

・ ：キャンペーンによって異なりま使える期間は?

す。Go To キャンペーンは今年度いっぱいと言われ

ていますが、まだ国が目論んでいるのより利用客が

少ないので、来年3月までやる見通しと言われてい

ます。ただこれから除外されていた東京都民が使え

るようになるのでその人達がどう動くかで状況は変

わってきます。県民の方は3月1日のチェックアウト

まで｡ただこれが結構人気が出るという話が出てい

るので、財源がなくなれば早く打ち切られる可能性

があるという噂があります。

・ 微妙な感じ12月のクラブの納会に使えるかどうか

がするが?：多分大丈夫ではないか。

・ は取り扱い登録各種キャンペーンクーポンの入手

店舗で。宿泊先ホテルが登録店であれば直接申し込

みで購入できる｡プリンスホテルはOK。

以 上


