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ロータリーは機会の扉を開く

第 2586 回例会 №10
2020 年(令和 2 年)10 月 9 日(金) 雨
「我らの生業」

出席報告
会員 63 名中 出席 45 名 出席率 71.43％
〇ゲスト・スピーカー
米山記念奨学生 名古屋大学人文学研究科
博士後期課程１年生
冀 媛媛さん

会長挨拶
皆さん、今日は。
昨年の１０月１２日台風で
WFF が中止になりました。
その日の中日新聞の朝刊「中
日春秋」で脚本家の向田邦子
が幼い日の思い出として描か
れたエッセイが紹介してあり
ました。
「霊長類ヒト科動物図鑑：文
春文庫より」

会 長 髙田 和裕

幹 事 村田 誠一

広報･雑誌・会報委員長 久留宮 秀郎

R.I．会長 ホルガー・クナーク

さて本日は、「ものは、いいよう」として南の島に派
遣された靴の営業マンのお話しをします。
・・・靴のセールスマンが二人、南太平洋の孤島を
訪れました。目的はもちろん、靴を売ることです。一
人のセールスマンは会社に電報を打ちました。「とん
でもないところへ来ました。我々にはまったく用があ
りません。誰も靴を履いてません」もうひとりのセー
ルスマンは興奮した様子で会社に電報を打ちました。
「ここは素晴らしいところです。島の人間は靴を履い
ていません。これならいくらでも靴が売れます」と、
物事をポジティブに考えるか、ネガティブに考えるか
で世の中こんなにも違うというお話しです。
かの P・F ドラッカーも、
「イノベーションと企業家精
神」の中で、こんな言葉を残してます。
コップに水が「半分入っている」と「半分空である」
とは、量的には同じである。だが、意味はまったく違
う。とるべき行動も違う。世の中の認識が「半分入っ
ている」から「半分空である」に変わるとき、
イノベーションの機会が生まれる。
・・・と。
本日も例会お楽しみください。

「台風がくるというと、昔はどうしてあんなに張り切
ったのであろう。祖母や母が気負い込み、台所と廊下
を行ったりきたりする。父親は背広にニッカポッカー
姿で懐中電灯の電池を確かめる。夫婦げんかも、母と
祖母のちょっとした気まずさも、台風の夜だけは休戦
になった。一家をあげて固まっていた。そこが、なん
だかひどく嬉しかった。父も母もみな生き生きしてい
た。
」今年も、また台風が迫っているニュースが出始
めた火曜日の夜、村田幹事から連絡がはいりました。
「台風１４号で例会できるかと」私は、「大丈夫、今
度のスピーカーは、冀 媛媛さんだよ。冀さんの冀と
いう字には、こうあってほしい強く望む。切に願う。
冀う（こい願う）
、という意味があるんだよ。
今年度のロータリー活動が無事に行くよう彼女が願っ
てくれてるから大丈夫」というわけで今日のスピーカ
ーは福西米山委員長紹介の現在、米山記念奨学生名古
屋大学人文学研究科博士後期課程１年生 冀 媛媛
さんをお迎えしました。後ほど、「スマホがなければ
生活が成り立たない中国」という題目で卓話をいただ
きます。
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媛媛さん、卓話よろしく)
髙田会長
媛媛さん、本日の卓話、楽しみにしておりま
村田幹事
媛媛さん、卓話よろしくお願いします)
福西君
(12 月 6～7 日の愛車同好会への参加をお願いし
ます。GOTO トラベルキャンペーンも大人気過ぎ
て、もうなくなりそうです)
栢森君
(昨日、第 2 子、娘が生まれました)
神谷君
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①ローターアクト 10/10 例会延期の件
「RC と RAC の共同事業 緑の散歩道プロジェク
ト」が 10/10 上小田井で開催予定でしたが、台風１
４号の影響で延期が決まりました。11/7 に開催い
たしますので後日改めてご案内いたします。
②ガバナー公式訪問単独開催に伴い開催日の変更
10/15 に３クラブ合同で開催予定でしたが名古屋
みなとＲＣ単独での開催となりました。それに伴い
開催日は１０月２１日の水曜日で例会場はマリオ
ットホテルで行います。水曜日開催ですのでお間違
えなきようお願いします。
次週１６日の金曜日の例会は開催されませんので
お気を付けください。

奨学金授与・近況報告
米山奨学生
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冀 媛媛さん

③次回例会よりクールビズ期間を終了いたします。
皆さんご対応をお願い致します。

卓話
「スマホがなければ生活が成り立たない中国」
米山記念奨学生 名古屋大学人文学研究科
博士後期課程１年生
冀 媛媛さん
中国では、ウィチャットペイ
やアリペイといった決済手段
がポピュラーであり、キャッ
シュレスが急速に進んでい
る。それに加えて、IT 企業も
急速に成長を続けている。そ
の結果、決済がスマホで完結
すると同時に、様々な機能が
スマホに加えられ、
「スマホ一
台あれば十分」という中国人
の新しい生活様式を成し遂げ
の新しい生活様式を成し遂げている。ウィチャットペ
ている。ん。
イとアリペイはただの決済手段であると思われるかも
まずは、働く世代の方々が、現
しれませんが、実は膨大なサービスを提供していま
状どのようなことに悩んでい
す。まず、資金を運営することができます。ウィチャ
るか、厚生労働省のデータを
ットやアリペイが金融機関と連携をとり、お金を金融
みると、20 代～50 代 睡眠
機関のところに預ければ、利子がもらえます。リスク
の質が良くない・時間が不足
はほぼゼロであり、しかもいつでも必要な分のお金を
していると感じています。
引き出せます。一方、アリペイがクレジットカードの
サービスも提供しています。前年度の支払額（使った
お金）に基づき、今年度毎月使えるお金の金額が決め
られるという仕組みです。そして、交通機関に乗るこ
ともできます。ウィチャットやアリペイで特有の QR
コードを交通機関のところに当てれば乗れます。さら
に、行政サービスの一部の業務を実施することもでき
ます。ウィチャットとアリペイがプラットフォームと
して、各地政府が様々なミニプログラムを作成し業務
を行っています。今の段階では、問い合わせ、予約、
社会保険など金額の確認ができます。なお、ウィチャ
ットとアリペイの決済手段については、店やデパート
などの場所で会計することだけではありません。生活
料金の支払い、お年玉の渡し、銀行口座の振り込みや
送金などの多くの場面で活躍しています。最後はウィ
チャットの公式アカウントについて紹介します。ウィ
チャットは SNS として使われることが多いが、様々
な情報発信も行っています。当地の天気や人気の旅行
先から、手当の申請、公団住宅の申し込みまで生活に
必要な情報を漏れなく発信しています。
卓話をやらせていただき、どうもありがとうございま
した。皆様に少しでも現在の中国を知っていただけれ
ばと思います。

名古屋中央ローターアクトクラブ例会報告
名古屋中央ローターアクトクラブ
幹事

都築 瑠衣さん

令和 2 年 10 月 4 日（日）名古屋熱田 RAC・名古屋名
城 RAC・名古屋芸術大学 RAC との合同例会として大
須周辺にて清掃活動を行いました。
実際に清掃活動をしてみて、商店街よりも少し外れた
コインパーキングや路地にゴミが多く捨てられていた
ことが印象的でした。普段よく歩く道にこんなにゴミ
が多く落ちているなんてという発見もありました。
当日はロータリアン 8 名を含めた 33 名でグループに
分かれて活動を行いました。多くの人が参加したこと
で広い大須周辺をくまなく回れたこと、またグループ
単位で行動したことで、
「密」になりにくい活動がで
きたと感じます。今年度はコロナウイルスの影響で対
面で交流する機会が少ないなか、とてもいい機会にな
りました。
次回の例会は 10 月 21 日（水）19 時半より、今池ガ
スビルにて「マナー」について取り上げる予定です。
7 月ぶりの例会場での活動になります。皆様のご参加
お待ちしております。
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ガバナー公式訪問
16F「アゼリア」
休会
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例会変更（3/14 地区大会）
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卓話「末期がんからの復活爆笑スト
ーリー」
元気アカデミー代表プロデューサー
加藤 由香さん
17F「コスモス」
卓話「ロータリー財団プログラムに
ついて」～財団は、ロータリーの財産
です～
資金推進委員会 副委員長
佐野 彰彦君
17F「コスモス」
休会
年次総会
17F「コスモス」
港友例会
17F「コスモス」
例会変更
家族忘年会 12/17（木）
16F「アイリス」
休会

◆ガバナー公式訪問について
10/15 に予定しておりましたガバナー公式訪問
（名古屋名駅・丸の内・名古屋みなと合同例会）
ですが、10/21（水）に名古屋みなと単独で開催致
します。
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