
《委員会卓話》 

インターアクト委員会 鐘ヶ江和重 委員長 
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【今  回】会員数  39 名  出席  24 名 欠席 7 名     出席規定免除会員（8）出席 7 名 ビジター 0 名 出 席 率  --.--％ 

【前々回】会員数  39 名 出席  25 名 メークアップ 0 名 出席規定免除会員（8）出席 5 名ター 0 名     修正出席率  --.--％ 

                                       第 1634 回例会 No.14 

例会日：2021.10.25 

                                    

本日の例会 委員会卓話 地区大会実行委員会           次回例会 新入会員卓話 山下雄弘 会員 

DISTRICT 2740 SASEBO NORTH ROTARY CLUB  

Weekly Report 
「新しい時代へクラブの推進力を培おう」 

佐世保北ロータリークラブ  2021～2022 年度 ＲＩ会長 / シェカール・メータ ガバナー/塚﨑 寛 



 

 

《会長挨拶》 

渡会祐二 会長 

 
県内の新型コロナの新規感染者数は昨日は 0 人で

した。大分落ち着いてきた印象です。このままの状況

が続いて佐世保市のレベルも下がり、通常の食事をし

ながらの例会が行えることを期待します。 

さて、私の仕事柄、会長挨拶の中で法律関連のお話を

して、皆様に少しでもお役に立てられればと考えてお

りました。その 1 回目として、今日は「消滅時効」の

お話をします。 

法律相談でお金の請求のご相談を受ける際、結構な

頻度でこの消滅時効の問題が出てきます。消滅時効と

は、一定期間請求を行わないでいると、その権利を行

使しても請求できなくなるというものです。たとえば、

個人の貸し借りなら 10 年、飲食店のツケなら１年、

請負代金なら 3 年の期間、請求を行わないでいると

消滅時効にかかる請求できなくなる可能性がありま

す。ちなみに、ここでいう「請求」とは訴訟を提起す

るという意味ですので、毎月会社・お店から請求書を

送っていても時効は免れませんのでご注意ください。 

そして、令和２年に民法改正が行われまして、原則と

してこの消滅時効の期間が５年となりました。以前よ

り期間が長くなったもの、逆に短くなったものもあり

ますが、しっかりと債権管理を行い、積極的に回収を

図っていくことです。「信じて待つ」ということは道

義的には良い考えではありますが、商行為としては失

敗につながりかねません。現に、この制度のために何

百万円の債権がダメになった事案もあります。会員の

皆様も埋もれている債権がないか、今一度ご確認くだ

さい。 

本日はインターアクト委員会による卓話です。当ク

ラブのインターアクトクラブは、2016～2017 年度の

藤井年度に佐世保高専に設立されました。設立から５

年を超えましたが、他方、コロナの関係でなかなかイ

ンターアクトクラブに接する機会がない状態です。そ

こで、会員の皆様にはしっかりと卓話を聞いていただ

き、その歴史や内容を把握していただければと思いま

す。鐘ヶ江委員長をはじめとしたインターアクト委員

会の皆様には、どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

《幹事報告》 
           公門新治 幹事 

 

1.例会変更  

・ハウステンボス佐世保 RC  

11 月 2 日（火）12：30 

→11 月 3 日（水・祝）12：00～（音楽鑑賞例会） 

昼食会場：ささいずみ 

コンサート会場：アルカス SASEBO 大ホール  

 

11 月 9 日（火）12：30～  

ホテルヨーロッパ 吉翠亭（例会場都合により） 

 

11 月 16 日（火）12：30～ 

→11 月 13 日（土）10：30～  

ハウステンボス駅周辺海岸 

（ロータリー奉仕デー環境美化プロジェクト例会 

のため） 

 

11 月 23 日（火・祝）  

休 会（定款第 7 条第 1 節により） 

 

2.来 信 

・ガバナー事務所 

 第 50 回ロータリー研究会『ＲＩ会長ご夫妻歓迎晩 

さん会』ドレスコードについて（緒方 GN 宛） 



 ・地区大会事務局 

  地区大会での交通手段と昼食について 

（緒方 GN 宛） 

 

・武雄ＲＣ 
例会場変更のお知らせ 
《変更後》 

武雄商工会議所 2 階 大会議室  

佐賀県武雄市武雄町大字昭和 1-2  

    

3.伝達事項 

 

① 皆さんのセルフＢＯＸへ「例会開催のルールと

メークアップの取り扱いについて」の文書を入

れておりますので、ご確認よろしくお願い致し

ます。 

 

② 11/1（月）は委員会卓話 ロータリー財団・米山

記念奨学委員会の予定でしたが、都合により後

期に変更開催となりました。 

次回例会は代替プログラムとして 地区大会実 

行委員会による卓話となりましたのでよろしく 

お願い致します。 

 
 
《委員会報告》 

親睦活動委員会 小西研一 副委員長 

 

今週 10 月 30 日（土）18 時 30 分より、アバンティに

て、船津学君の日本土地家屋調査士会連合会九州ブロ

ック協議会長就任、及び渥美大介君の株式会社サン・

ホールディングス代表取締役社長就任を祝う会を開

催致します。受付開始は 18 時となります。 

ご参加の皆様のお越しをお待ちしております。 

尚、親睦活動委員会の皆さまは 17 時 30 分に集合い

ただきますようお願い致します。 

 

 

 

 

《ニコニコボックス》 

親睦活動委員会 中村祐二 委員 

 

渡会祐二 会長 緒方信行 副会長 公門新治 幹事 

昨日 10/24 は世界ポリオデーでした。皆様にもワン

コインボックス等ご協力いただいていますが、過去

30 年間でポリオ発症者数を 99.9％減少させました。

しかし、根絶はまだ実現していないそうです。100％

根絶を実現させましょう。また、昨日は宮原会員、茶

村会員の誕生日でした。ポリオデーに誕生日とはロー

タリーが生活の一部になっているようですね。ちなみ

に本日は渡会会長の誕生日です。さて、本日はインタ

ーアクト委員会による委員会卓話です。鐘ヶ江委員長、

会員一同楽しみにしています。よろしくお願いします。 

 

藤井良介君 

遅れましたが、10 月の誕生祝ありがとうございまし

た。本日はインターアクト委員会の担当です。鐘ヶ江

委員長ご苦労様です。 

 

宮原明夫君 

鐘ヶ江委員長おつかれさまです。 

 

インターアクト委員会 鐘ヶ江和重 委員長 

今日の卓話、宜しくお願いします。 

 
福田俊郎君 平石晃一君 永田武義君 富田耕司君 

古賀新二君 峯 徳秀君 蒲池芳明君 村瀬高広君 

三谷秀和君 松田信哉君 二ノ宮健君 松永祐司君 

近藤竜一君 西沢 寛君 小西研一君 井上隆三君 

渥美大介君 村上英毅君 戸畑教幸君 早田貴志君 

内海一洋君 中村祐二君 青井哲夫君 山下雄弘君 

インターアクト委員会鐘ヶ江委員長、卓話楽しみにしてい

ます。 

 

 

IT 会報委員会 委員長 / 渥美大介   委員 / 松田亜由美 戸畑教幸 内海一洋 （記事担当 内海一洋） 

本日の合計  35,000 円  累計 448,000 円 


