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【本

日】会員数 44 名 出席

26 名

【前々回】会員数 44 名 出席 28 名

欠

席 6 名 出席規定免除会員（12）出席 9 名 ビジター2 名 出

メークアップ 2 名 出席規定免除会員（12）出席 7 名

≪会員卓話≫
「FinTech について」
田中幹人会員

席 率 85.37％

修正出席率 94.87％

た造語です。金融の分野である、お金の決済や送金、
融資や資産運用について、
「スマホ」や「人工知能」
、
「フェイスブック」や「ライン」といった SNS、
「ク
ラウドコンピューティング」を活用して、新しいサー
ビスを提供するというものです。
「FinTech」の進展に
より、
海外では融資や資産運用にはフィンテック企業
が既に進出してきています。このため、将来、金融サ
ービスとしての銀行は無くならないが、
単なる銀行は
無くなるという見方すら出ているほどです。
本日は銀
行におけるＩＴ技術の活用についてお話ししました
が、皆様の業界の中にも、どんどんＩＴ化の波は押し
寄せていると思います。特に長崎県においては、人口
減少により働き手が不足するなか、
生産性を向上させ
ることに対して、待った無しの取り組みが必要なので
はないでしょうか。

今日は、みなさんが TV や新聞のニュースなどで最近
よく耳にされるようになった「FinTech」についてお
話させていただきたいと思います。
銀行では、インターネットバンキングの発達で、窓口
にいらっしゃらなくても定期預金の作成や投資信託
等の購入、
ローンの申込みや各種変更届までできるよ
うになってきて います。
欧米では現金を持ち歩かず、
小額の買い物は電子マネーで支払うことが一般的に
なってきているようです。
日本においても買い物のキ
ャッシュレス化が右肩上がりで進んでいます。
パソコ
ン、インターネット、携帯電話、スマホ・・・ こう
したデジタル技術は私たちの生活に様々な変化をも
たらしてきました。そして今、FinTech によって、お
金にまつわるいろいろな事が大きく変わろうとして
います。
「FinTech」とは、金融を意味する「ファイナ
ンス」と科学技術を意味する「テクノロジー」をかけ
本日の例会「地区 IT 公共ｲﾒｰｼﾞ委員会

久保泰正委員長（諫早西 RC）
」 次回例会「地区ﾛｰﾀﾘｰ財団

西川義文委員長（大村 RC）」

《幹事報告》
渡会祐二

幹事

1.例会変更
ありません

《会長挨拶》

2.来信
・国際ロータリー日本事務局
[RIJO-FAQ] 新システムへの移行テスト経過報告
･ガバナー事務所
米山奨学生予定表・出前卓話一覧表について
（ご連絡）
･佐世保東ＲＣ
創立 50 周年記念誌

峯 徳秀 会長
本日は梅雨の秋バージョンと言える『秋の長雨』が
やっと終わりを告げるのかと思わせるほどの素晴ら
しい例会日和となりました。
先月９月１５、
１６日予定されていたアメリカンフ
ェスティバルも台風１８号の影響で中止。
昨日のよさ
こい佐世保祭りもファイナルまで実施できず１５：３
０中止決定。
プロ野球クライマックスシリーズもセリ
ーグでは雨天中止の連続。
土曜日開催の私ども北ＲＣ
北斗会も雨・強風のためハーフで終了と様々なことが
天候に大きく左右される事象が続いています。
衆議院選挙もこういった状況の中で昨日終了しま
したが、
選挙に携われた皆様におかれましてたいへん
お疲れ様でした。
どうしても注目選挙区の動向に目が
向いてしまいますが、
皆様の希望又は予想に合致する
結果になりましたでしょうか。
さて、
本日の例会プログラムは田中幹人会員の卓話
となっています。
前年度予定されていた分が本日に延
期になったと聞いております。
十分すぎるくらい煮込
まれた内容になっているかと思われますので、
どうぞ
よろしくお願い致します。

3.伝達事項
①第 3 回理事会議事録を皆さんのセルフＢＯＸへ入
れております。
➁地区大会への登録が完了しましたので請求書をセ
ルフＢＯＸへ入れております。理事・役員、入会 3
年未満会員の方は登録義務となっておりますので
よろしくお願い致します。
③10/30（月）次回例会はゲスト卓話
第 2740 地区ＩＴ公共イメージ向上委員会
久保泰正委員長です。
《来訪ロータリアン》
北松浦ＲＣ 湊 浩二郎君

佐世保ＲＣ

山下 尚登君

《委員会報告》
社会奉仕委員会
中山 誠副委員長
来る 11 月 25 日に行われる地区補助金「ウォーキン
グ＆ゲームラリー大会」への贈呈式のみ、スタッフと
して、大会出場者として、会員各位の出席をお願いし
ます。

緒方信行会員
土曜日の北斗会にご参加の皆様、雨風の中お疲れさま
でした。鐘ヶ江会員優勝おめでとうございます。本日
の田中会員の卓話、
楽しみに拝聴させていただきます。

ロータリー情報委員会
宮﨑有恒委員長
第一回家庭集会を開催いたします
日時：10 月 28 日（土曜）午後 6 時より
場所：永田会員“烏帽子山荘”
会費：2,000 円
講師：峯会長・森会長エレクト“クラブ運営を語る”
参加者：15 名
緒方信行北斗会幹事
21 日の北斗会にご参加の皆様、雨風の中お疲れさま
でした。優勝は鐘ヶ江会員でした。

鐘ヶ江和重会員
第二回北斗会でハーフで優勝させていただきありが
とうございました。本当にうれしいです。
福田俊郎会員 平石晃一会員 宮﨑有恒会員
古賀新二会員 宮原明夫会員 森
豊会員
牧野博一会員 蒲池芳明会員 村瀨高広会員
松田信哉会員 二ノ宮健会員 松永祐司会員
田島 慎会員 八木順平会員
本日の田中幹人会員の卓話楽しみに拝聴させていた
だきます。村上寅雄先生、二週間連続の例会ご出席あ
りがとうございます。先生のお顔を見れてうれしい限
りです

《ニコニコボックス》
田島

慎親睦活動委員

北松浦 RC 湊 浩二郎君
今日はじめてメーキャップに参りました。
ちょくちょ
く伺わせてもらいます。
今後ともよろしくおねがいし
ます。
峯 徳秀会長 湯口純二副会長 渡会祐二幹事
台風の影響を心配しておりましたが、
台風一過の青空
のもとでの本日の例会となります。本日は、田中会員
の卓話です。楽しみに拝聴いたします。田中会員、ど
うぞよろしくお願い致します。
村上寅雄会員
田中会員の卓話拝聴致します。ご苦労様です。
永田武義会員
先日の職場訪問では、
大島造船見学とすばらしいオリ
ーブホテルでの昼食でお世話になったのに、
本日はま
た素晴らしいお話をしていただけるって、
ロータリー
クラブの醍醐味です。楽しみに拝聴します。
藤井良介会員
本日の卓話、田中さんご苦労様です。謹んで拝聴致し
ます。
先週の土曜日の嵐の中北斗会参加の皆様大変お
疲れ様でした。
鐘ヶ江さん優勝おめでとうございます。

本日の合計
IT 会報委員会

委員長 /公門新治

委員 / 中島閏二

1018000
松永祐司
船津 円
学

31,000 円
松田亜由美

累計 521,000 円
（記事担当

公門新治 ）

