人類への奉仕はロータリーの礎であり、世界
で意義ある奉仕を行う最善の道はロータリ
ー会員になることである。
国際ロータリー会長
ジョン F．ジャーム
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斉唱 君が代 四つのテスト

この店舗はコンビニに似た食料品店で名前は
「Amazon Go」と言うそうです。この店での買
い物をする手順は、まず店の入り口に設置された
ゲートにスマホをかざして入ります。普段の買い
物と同様に商品を棚から取ると仮想カートに商
品が入り、棚に戻すと取り消されます。
買い物が終わったら、そのままゲートを通り店
を出るとスマホに買い物の明細が表示され、アマ
ゾンアカウントでクレジット決済されます。レジ
での精算が不要なシステムを考案したわけです。
今はテストということで社員が使う形で運営
しているようですが、今年の早い時期に進出して
くるのではないかという話にもなっています。
しかし、業界に与える影響もかなり大きいと思
われます。まず、レジが不要になればレジの製造
会社は商品が売れなくなり、いずれは消滅するで
しょう。
また、今後レジ精算が不要になれば、レジ係と
いう職種が無くなってしまいます。例えばアメリ
カではレジ係という職種の人が 350 万人位いる
そうですが、この話をトランプ大統領が知った
ら、ツイッターでアマゾンを攻撃しそうなほど、
すごい数の人達が職を失うことになります。
そして、既存の小売業者にとってもアマゾンと

皆さん、こんにちは。桜の花もきれいに咲き
始めまして、暖かくなり過ごしやすい陽気にな
ってまいりました。
相模原ニューシティロータリークラブの認証
状伝式が 5 月 14 日(日)にありまして、午後 3
時から受付です。式典があじさい会館、祝賀会
はけやき会館です。
2 日の桜まつりに佐藤さん、小山さんに来て
頂きまして助かりました。ありがとうございま
した。桜はあまり咲いてなかったのですが、人
出は多かったので募金もかなり集まったのでは
ないかと思います。
今日は 4 月 6 日で語呂合わせで「よむ」とい
うことで新聞の日ということで、身近な話題を
探してきました。スーパー、コンビニについて
話をしたいと思います。
昨年 12 月にアメリカのシアトルに小さなお
店がオープンしましたが、このお店にはレジが
ないのです。人工知能を使ってレジでの精算を
無くしたのですが、これを開発したのはオンラ
イン小売業の最大手アマゾンで、試験的にこの
店舗をオープンさせました。

【出席報告者

相模原市緑区中野 1029

平成 29 年 4 月 6 日(木曜日)《33》

小川洋一 SAA

会長挨拶

事務所・例会場

茂委員長】

現在会員数

出席対象数

本会出席数

本会欠席数

本会出席率

前回修正出席率

18

16

14

2

87.5％

80.00％

本日欠席者

高橋会員、井上会員

前々回修正出席率

80.00％

いう大手の会社が本格的にレジ精算不要の
リアルな店舗を始めますと、その影響はとてつ
もなく広がっていくのではないかと思われま
す。
アマゾンは商品の調達力も強いですし、何と
いっても利用しやすいですから、このような店
舗の進出により小売業者は厳しい状況に追い
込まれるのではないでしょうか。
この「Amazon Go」という小さな店舗が試験
的にできたことは、革命と言えば革命です。
かつて、デジカメの出現で世界最大のフィルム
メーカー「コダック」は消滅してしまいました。
それと似たような変化が身近で始まっている
ような気がします。
また「コダック」と同じように変化に直面し
た「富士フィルム」は事業の多角化により生き
残りを図り、現在も成長しています。
小売業に限らず、新しい波がどんどん押し寄
せていますので、皆さんも時代に合った経営を
して頂ければと思います。

幹事報告 杉本信一副幹事
週報受領
相模原柴胡 RC
ロータリー関係受領書類
ガバナー事務所
母子の健康月間のリソース案内
地区研修・協議会に関してのお願い
次年度地区便覧作成の為のデータ確認依頼
財団学友中満氏 国連事務次長任命通知
ガバナー月信 №10
金沢ガバナー補佐エレクト
ガバナー公式訪問予定表
会長幹事会の日程表
相模原グリーン RC 相模原柴胡 RC
相模原大野 RC
例会変更通知
その他の受領書類
津久井商工会
「第 4 回大きく変化する津久井地域を考える」
シンポジウム開催案内
相模原市国際化推進委員会
平成 29 年度相模原市国際化推進委員会
総会開催案内

会員卓話
沼崎善充国際奉仕委員長
今問題になっている「てるみくらぶ」につい
て少し話をします。
実は私が旅行業を始めるきっかけを作ったの
が、この前謝罪会見をした「てるみくらぶ」の
山田千賀子社長です。若い頃偶然に彼女と知り
合いました。
彼女は以前「さわやかツアー」というハワイ
専門の旅行会社を作って、一度潰しています。
旅行会社というのは倒産すると旅行業の登録が
できなくなりますが、5 年経つと再び登録ができ
るので、また「てるみくらぶ」を始めました。
あと半年くらいは大丈夫かと思っていたの
ですが、割と早く破綻してしまいました。2 月、
3 月というのは個人の旅行が多いため、てるみく
らぶなどはあまり利用されません。
今航空券は e チケットが主流で、てるみくらぶ
は e チケットを発券できるのでそれをお客さん
に渡しますが、発券を依頼している会社は入金
がないと発券しないのでそれでトラブルが生じ
るわけです。
旅行業の登録の種別は第 1 種、第 2 種、第 3
種という区分があり、てるみくらぶは第 1 種で
すから近畿日本ツーリストや JTB などと同じよ
うな登録料を払う旅行会社で、約 6 千万から 8
千万の登録料を払っています。
日本旅行業協会から登録料の約 1.5 倍の保証
金が出るのですが、旅行契約の負債総額 100 億
円に対し保証金は 1 億 2 千万ですから、旅行代
金の弁済率は 1％です。
旅行の 2～3 ヶ月前に現金で全額入金という
ような旅行会社は避けた方がいいと思います。
インターネットで航空券を予約する場合も注
意が必要です。全日空の早割チケットを予約し
ようと ANA のマークがあるホームページを全
日空だと思って申し込んだら、旅行会社のホー
ムページだったため、11,700 円のチケットが手
数料が加算されて 18,700 になってしまったとい
う話もありましたので、皆さんも気をつけて下
さい。

スマイル委員会

水野

茂委員長

『ス マ イ ル 報 告 水野 茂委員長』
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
会 水野 茂委員長
津久井中央 RC
八木 勉会員
桜も咲き過ごしやすい季節になりましたねぇ。
先日の桜まつり、小山さん、佐藤さんありがとうございました。
小川洋一会員
桜が咲き良い季節になりました。何となく気持ちがウキウキしてるのでスマイル
します。
山﨑和彦会員
春ですね。スマイルします。具さん久しぶり。よろしく。
森田正紀会員
具さんお久しぶりです。お元気なお顔が見れてよかったです。
4/8,9 日は津久井湖さくら祭りです(花の苑地)お時間のある方はぜひお越しくだ
さい。
松本夏樹会員
沼崎さん、ためになる卓話ありがとうございました。
吉野賢治会員
8.9 日津久井湖さくらまつり天気が気になりますが、なんとか晴れそうな天気予
報です。
今日の神奈川新聞に 1000 本さくらの会の記事が載っています。一読を！
具 尚禮会員
みなさん、お久しぶりでございます。
4 月 4 日はちびの入学式でした。うきうきしている娘を見ると頑張らなきゃと心
で言います。長女が今日家を出る時言ってくれました。
“ママ、50 才までがんば
ってネ！あとはレイカがかせぐから…” 本当かな～と思いながらうれしかった
です。 ス・マ・イ・ル♡
沼崎善充会員
具さん、おかえりなさいませ!! 本日は卓話をさせていただきました。
個人的には疲れる毎日です。田畑先生には感謝しております。ありがとうござい
ます。
小山里枝会員
具さん、お久しぶりね♡ 元気そうで良かったし、吉野さんではありませんが、
美しくなったと思いますよ～！ 八木会長、佐藤さん、先日の桜まつりお疲れ
様でした。ポリオ募金かなり集まったようですね。
話は変わりますが、この時期犬の予防接種等、受診時です。うちの 11 才の犬は
病気の心配があり、レントゲンを撮ります。何でもないことを祈るだけでーす。
桜の開花より、犬のことが気がかりです。
杉本信一会員
松本さん、ようこそ。具さん、久しぶりです。一段と美しくなりましたね。
二日酔いです。
前沢弘之会員
桜がだいぶほころんできました。杉本さん、補助金申請ご苦労様でした。
今日は末っ子の高校の入学式です。これからの千の日々、楽しみなような、不
安なような。桜の季節というのは何か特別なものがありますね。
水野 茂会員
具さん、お久しぶりです。今日も全員スマイルありがとうございます。

