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Weekly Report 
「新しい時代へクラブの推進力を培おう」 

本日の例会 忘年家族会 次回例会 第 3回クラブ協議会（半期報告） 

《委員会卓話》 

RLI 推進委員会 野口好太郎 委員長 
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【今  回】会員数  39名  出席  23名    欠    席  8名   出席規定免除会員（8）出席 6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 6名   修正出席率  --.--％ 

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 

　12月に入り、今年度も折り返し地点を迎えること

ができ、ホッとしております。 

来週はクリスマス忘年家族会という大きな行事があ

ります。担当の親睦活動委員会とＳＡＡの皆様には、

しっかりとご準備いただき、会を盛り上げていただき

ますようお願い致します。 

　さて、今月の法律のお話ですが、「タダより怖いも

のはない」「上手い話には裏がある」というお話をし

ます。最近少なからずご相談をお受けするのが、求人

広告サイトのトラブルです。これは、2～3週間の無

料掲載キャンペーンをきっかけにして申し込んでみ

ませんかと勧誘が行われ、事業所が申し込んでしまう

ものです。当初の勧誘の際には、業者の担当者から

は、無料期間の利用だけで終われるよう手続はして

おくので心配いりませんよとか、無料期間の終わりが

近づいたら解約の手続の方法をお知らせしますとい

う趣旨の説明がなされるようです。しかし、実際には

そのような手続はしてもらえず、申込者が気付くとす

でに無料期間が過ぎており、自動更新されて有料期間

が始まったと数十万円の請求書が事業所に送られて

きます。あわてて説明の際の書類を読み返すと、小さ

い文字や分かりにくい説明で、無料期間終了の 3日前

に書面で解約手続きをしないと自動的に有料期間に

なりますなどといった説明が書いてあることに気づ

きます。申込者は有料になってしまったので払わない

といけないと思ってしまうことになります。 

　この事案の巧妙なところは、求人で悩んでいる事業

所が多いという時代を掴んでいるところと、わかりに

いながらも説明の書面には所定の手続きが必要と書

いてあること、また実際にサイトに掲載されることで

その業者が業務を行ったような体をとるところです。

うまく申込者の心理を掴んでいるといえるでしょう。 

　この求人広告サイト以外にも、預託商法（お金を預

ければ安全にお金を増やせますよ）など、お金をだま

し取ろうという商法は後をたちません。普通ならあり

えないと気づくことも、うまく話しに乗せられてしま

うのです。「タダより怖いものはない」「上手い話には

裏がある」の金言を思い出し、もし皆様にそのような

話が持ち掛けられましたら、一呼吸おいていただき、

本当にその説明を信じて大丈夫か、契約書や説明書に

はどのような記載があるか、確認をしてから取引をな

されるようにしてください。 

　本日は、RLI 推進委員会による卓話となります。こ

の委員会は、塚﨑ガバナーより今年度の目標として設

置を求められ、新たに設立した委員会です。新しい分

野というのはなかなか難しいところではありますが、

野口委員長、内海副委員長にご担当いただいておりま

す。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．来 信

・ 国際ロータリー

① ROTARY 12 月号

② 2022 年ロータリー国際大会の登録（早期登録

による割引適用の締切りが近づいています）

③ 2022 年 1 月クラブ請求書の作成にあたって

のお願い

・ 国際ロータリー日本事務局

① 国際ロータリー日本事務局「在宅勤務延

長」のお知らせ 12月1日（水）～12月28日

（月）

② 12 月ロータリーレート 1 ドル＝114円

③ 疾病予防と治療月間 リソースのご案内

④ ＲI 日本事務局財団室 NEWS 12月号

・ ガバナー事務所

ガバナー月信 12 月号

・ 地区大会事務局

地区大会ご出席並びにご協力の御礼

・ 学校法人聖和女子学院

バレーボール部全国大会出場に係る募金のお願い

「第74回全日本バレーボール高等学校選手権大会

（春の高校バレー）

大会日程：令和 4 年 1月5日（水）～9 日（日）



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 戸畑教幸） 

本日の合計  31,000 円 累計 630,000 円 

場  所：東京体育館 

募 金 額：事業所(法人・個人) 1 口 10,000 円

個人(一般)  1 口  3,000 円 

２．伝達事項 

① 各委員長の皆さまへ

先週お願いしております半期報告用紙の提出

は 12月13日（月）までとなっておりますの

で、よろしくお願い致します。

② 12/12（日）12：30より佐賀市ほほえみ館に

て 2021 学年度米山学友会「総会・交流会」

が開催されます。米山奨学生 ドー チュー

ミン トゥさんが参加されます。

③ 12/9（木）18：30よりグランドファーストイ

ン佐世保にて第2回次年度理事会が開催され

ます。

④ 12/12（日）13：00～より第8回全国青少年交

換委員長会議及び全国危機管理委員長会議が

開催されます。緒方ガバナーノミニーがZoom

にて出席されます。

⑤ 12/13（月）次回例会はセントラルホテルに

て忘年クリスマス会です。18：30 より短縮例

会となりますのでよろしくお願い致します。

《今月の結婚祝い》 

S 55.12. 6  相良一三・由貴子夫妻

H  9.12.26  松永祐司・美幸夫妻 

《今月の誕生祝い》 

S 28.12.1 蒲池芳明君 S 42.12.20 鐘ヶ江和重君 

S 36.12.8 村上英毅君 S 36.12.23 永石浩一郎君 

《委員会報告》 

親睦活動委員会 船津学 委員長 

本日、例会終了後に親睦活動委員会、SAA の合同委員

会を開催します。忘年クリスマス会の打ち合わせです。

対象となられる方はよろしくお願いいたします。 

公門新治 幹事

佐世保北ロータリーのメンバー用ベストを購入する

ことが決まりました。

《ニコニコボックス》 

早田貴志 親睦活動委員 

渡会祐二 会長 緒方信行 副会長 公門新治 幹事

12月になりました。皆さんもご自身の事業で忙しく

されているとこでしょう。年内の例会も残すところ 3

回です。コロナウィルスオミクロン株の流行も懸念さ

れますが、北クラブでは例会をしっかりと運営してい

ます。感染対策、体調管理に気を付けて過ごしましょ

う。さて、本日は RLI 推進委員会の委員会卓話です。

野口委員長よろしくお願いします。 

福田俊郎君 

ニコニコします。

平石晃一君 永田武義君 富田耕司君 藤井良介君 

宮原明夫君 峯 徳秀君 蒲池芳明君 松田信哉君 

二ノ宮健君 松永祐司君 近藤竜一君 船津 学君 

小西研一君 茶村亜子君 渥美大介君 村上英毅君 

早田貴志君 田中博徳君 内海一洋君 中村祐二君 

青井哲夫君 山下雄弘君 野口好太郎君 

12月の忙しい中、皆様の顔が見られてうれしく思い

ます。さて、本日は RLI 推進委員会の卓話です。野口

委員長よろしくお願いします。 




