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

国際ロ－タリ－２７８０地区
会長
八木 勉
幹事
高橋幸一
会報委員長 具 尚禮
会報発行
事務局

小こ
八木 勉会長

第 1109 回
司会

井上 旭SAA

会長挨拶

八木

水野

相模原市緑区中野 1029

津久井商工会館 2F

TEL

042-780-0201

FAX

042-850-4830

毎週木曜日

時間

12：30~13：30

例会日
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会長

八木 勉会長

勉会長

斉唱

君が代 手に手つないで

まず改正の債権法はインターネット取引の拡大
などを受けて、企業が不特定多数の契約者に示す
約款に関する規定を新たに設け、消費者の利益を
一方的に害する約款条項を無効にするなど、消費
者保護のための規定を盛り込みました。なにしろ
120 年もの間手を付けていなかった法律です。そ
れを現代版に修正しました。
今回の法律改正で何が変わるかと言うと、例え
ばインターネット取引をする際に画面上に示され
る約款で「返品はその理由を問わず一切できませ
ん」とされている場合、その条項が無効となる可
能性があります。
またお金の支払い請求の時効も変わります。こ
れまでお金の支払い請求の時効は、例えば個人が
お金を貸し借りした場合は 10 年であるのに対し
て、飲食店でのツケ払いや宿泊代、ミュージシャ
ンやタレント、大工や左官などの職人の報酬(労働
債権)、宅配便や引越しのトラック、タクシーなど
の代金は 1 年で時効が消滅していました。
農業や製造業、卸売・小売業などの売掛債権や、
ガスや電気、水道料金などの公共料金の時効は 2
年、病院やクリニックでの手術や入院、薬代など
の医療報酬は 3 年と、業種によって消滅時効が定

今日は佐藤ガバナー補佐、金沢次年度ガバナ
ー補佐、ようこそお出で下さいました。
私が会長になって最初に挨拶をしました時に
佐藤ガバナー補佐がお出でになり、
「ロータリー
の会長というものは会長らしい挨拶をしっかり
しなければいけません」と言われましたが、全
然進歩しておらず、また今日もつまらない話を
させて頂きます。
皆様それぞれ事業をなさっていますが、120
年ぶりに債権法が改正になります。
契約や金銭の支払いに関するルールを定めた
民法の規定、債権法の改正案が 5 月 26 日の参議
院本会議で可決・成立しました。近く閣議決定
を経て公布される実に 120 ぶりの大改革です。
債権分野の現行法は 1896(明治 29)年の制定後
多少の変更はありましたが、実質的な見直しは
ほとんど行われることがありませんでした。
今回の改正は企業の定款や契約書の見直しを
伴うケースも想定されるため、企業そして消費
者の双方にとって大きな影響があると思われま
す。

【出席報告者

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

13

3

81.25％

73.33％

本日欠席者

田畑会員、具会員、松本会員

前々回修正出席率

86.67％

められていました。
それが変わりまして、こうした業種による「短
期消滅時効」が廃止され、お金の支払い請求の
時効基準が 5 年に統一されました。個人の金銭
の貸し借りは時効までの期限が短くなりました
が、飲食店のツケ払いなどは長くなったという
ことになります。
アパートなどの賃貸借の敷金の返還では、今
回の改正で敷金を返還すべき要件や時期が法令
で明文化され、部屋を借りた人が通常の暮らし
によって生じた部屋の損耗や経年変化の原状回
復にかかる義務を負わなくなりました。
また、事業のための借入れ時に個人が保証人
になる場合、保証人が契約締結前 1 ヶ月以内に
作成した公正証書で保証の意思を表示しなけれ
ば、保証は無効になります。
改正債権法は公布 3 年後までに施行されると
いうことです。

幹事報告 高橋幸一幹事
ロータリー関係受領書類
ガバナー事務所
6 月のロータリーレート 1 ドル＝110 円
ロータリー親睦活動月間月間リソース案内
津久井 RC
例会変更通知
6 月 23 日（金）休会（クラブ定款による）
6 月 30 日（金）夜間例会
点鐘 １８：３０
場所 四季和膳「いづみ」
その他の受領書類
津久井商工会
一日公庫案内通知

ゲスト紹介
佐藤 忠 様
金沢邦光 様

相模原東 RC
相模原中 RC

現・次年度ガバナー補佐挨拶
佐藤

忠ガバナー補佐

顧みますと一年前の明日、橋本ロータリーク
ラブとの夜間合同例会の時に、小川前ガバナー
補佐に同行いたしまして私を紹介して頂いた記
憶がございます。
八木会長、高橋幹事には一年間本当にお世話
になりました。私の役目は偉ぶるのではなく、
あくまでも地区、RI の一年間の運営方針や活動
の内容について、会長・幹事を通じてクラブに
周知徹底をするということです。
ですから、私はできるだけ会長幹事会で太い
パイプで、地区の考え方やガバナー補佐連絡会
議で伝達されたことをお伝えしようと、そのた
めだけに頑固にやってきました。
会長・幹事を始め、クラブにご迷惑をおかけ
しましたのが、昨年のガバナー補佐訪問をトッ
プの 7 月 7 日にさせて頂いたことです。事務局
さんを含め、活動計画書の作成を大変急がせて
しまいましたことを今でも覚えておりますし、
感謝申し上げます。
そして、7 月 21 日には佐野ガバナーの公式訪
問がありまして、印象に残っておりますのがそ
の時に小川研修リーダーから「戦略計画」とい
う言葉が出たことでした。津久井の方のクラブ
まで｢戦略計画｣という話がきているのかと思い
ましたが、まだ地区でも残念ながら本当の意味
であまり浸透していません。
その中で 1 つ先行して「公共イメージの向上」
というのは動いていますが、その他のついては
あまり動いていないので、来年度私は自クラブ
でその件を深く掘り下げてやっていこうと思っ
ています。
また、小山地区クラブ管理運営委員、そしてパ
ストガバナー補佐である佐藤祐一郎さんに色々
とアドバイスやご協力を頂きました。新会員の
集いの時にもパネルディスカッションに加わっ
て頂きました。最近フェイスブックを見ていま
すと、佐藤さんは 365 日ロータリーだろうと思
えるほどのご活躍に頭が下がります。
一年間お世話になりましたことをお伝えしま
して、次年度のガバナー補佐であります相模原
中ロータリークラブの金沢邦光氏を簡単に紹介
させて頂きます。
私よりも 15 歳も若いガバナー補佐でありま
す。私が自クラブの 20 周年の時会長を務めまし
たが、その頃にロータリーに入会し、その 7 年
後、大谷ガバナーが 5 グループのガバナー補佐
だった時にクラブ会長をなさっています。信頼
度が高く非常にバイタリティーもあり、物事を

はっきり言いますし、その声も大きいです。私
とはちょっと異なった人ですが、色々な人がロ
ータリーのリーダーシップをとっていくのはい
い事だと思います。
金沢さんは 2012 年度位に、地区の平和フェ
ロー・奨学金・VTT 委員長、副委員長の経験も
しておられます。
若くしてガバナー補佐になり、この 12 クラ
ブ 433 名ほどの会員の頭に立つということで、
身体を壊さない程度に一生懸命頑張って頂きた
いと思います。
長い話で失礼いたしました。一年間、ありが
とうございました。

久井中央さんの会長が沼崎さん、現会長の八木さ
んが幹事をされていて、ご一緒しました。
そして次年度の会長幹事会では、次年度森田度
会長、杉本幹事に大変お世話になっており、懇親
会も盛り上げて頂いています。
今の会長幹事会を見ていますと、ニューシティ
クラブさんは 1 年目、橋本クラブさんは 3 年と
いうことで、若い会長・幹事さんもいらっしゃい
ます。また伝統あるクラブでも若い会長さんもい
らっしゃいます。
そんな中で、ロータリー歴がまだ 13 年の経験
不足の私がガバナー補佐として、そういう方々を
引っぱっていかなければいけないというのは、申
し訳ないとしばしば思うのです。
次年度もどういうわけか津久井中央さんが 1
番目で、8 月 3 日がガバナー公式訪問、7 月 20
日が私の訪問になっております。
私は佐藤ガバナー補佐のようにどんどん引っ
ぱるというのはできないと思います。皆さんと一
緒に勉強して、楽しんで、15 年ぶりに第 5 グル
ープから出る大谷ガバナーを皆さんで盛り立て
ていけるよう、ご協力頂ければと思います。
どうか一年間よろしくお願い致します。

金沢邦光次年度ガバナー補佐
佐藤ガバナー補佐、ご紹介ありがとうございま
した。次年度第 5 グループのガバナー補佐を務め
させて頂きます相模原中ロータリークラブ
金沢と申します。よろしくお願い致します。
先週の土曜日、私共の創立 40 周年記念式典に
何名かの方にご参加頂きまして、どうもありがと
うございました。色々不手際もあったと思います
が、何とか無事に終了することができました。
2 ヶ月前に 40 周年のキャラバンに同行して一
度お邪魔させて頂きまして、その時に色々な方と
名刺交換をしましたし、今日も何名かと交換しま
したので、ほとんどの方とご挨拶できていると思
います。
3 年前のガバナー補佐だった佐藤祐一郎さん
は、私と同じ位の年齢でガバナー補佐をなさった
ということで、ロータリーのこと、AG のこと、
それ以外のことも教えて頂き、勉強させてもらっ
ています。また、小山さんは次年度地区の副幹事
ですので、チーム大谷の一員として一緒に頑張っ
ていきましょう。
会場監督の井上さんは昔からビジネスでもお
世話になっています。
6 年前、大谷ガバナーエレクトがガバナー補佐
だった時に私はクラブ会長でしたが、その時の津

米山功労者感謝状贈呈
小山里枝 会員

第 2 回米山功労者

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
相模原東
RC
佐藤 忠 様
金沢次年度ガバナー補佐の紹介と、この一年、大変お世話になった感謝の気持ち
を伝えたく、訪問させていただきました。よろしくお願いいたします。
相模原中 RC
金沢邦光 様
本日はガバナー補佐の引継でお邪魔しました。どうぞ宜しくお願いします。
津久井中央 RC
八木 勉会員

佐藤ガバナー補佐、金沢ガバナー補佐エレクト、ようこそおこし下さいました。
これからもいろいろとよろしくお願い致します。
高橋幸一会員
佐藤ガバナー補佐、金沢次年度ガバナー補佐、ようこそお越し下さいました。
八木会長、野菜ありがとうございました。水野さん、お土産ありがとうございま
す。痛風、治りません、ありがとうございます。
井上 旭会員
本年度と次年度のガバナー補佐の佐藤さん、金沢さん、ようこそお越し下さいま
した。この一年佐藤さんにはお世話になりました。金沢さん、来年度宜しくお願
い致します。本日は 6 月 1 日で近隣の河川では「アユ」の解禁です。初夏の西
瓜のような匂いがなんとも言えない季節になりました。
山﨑和彦会員
佐藤様、金沢様、本日はありがとうございます。もう 6 月ですね。高安の大関
昇進や日本ハムの斉藤祐樹が 600 何日ぶりに白星をあげたとか、嬉しいニュー
スがありますが、我巨人軍が弱すぎてスポーツ新聞は見ない事にしています。
後は 4 日の日（誕生日）の高松宮杯に望みをたくします。
小川洋一会員
佐藤ガバナー補佐、金沢次年度ガバナー補佐、ようこそ津久井中央へ。
いよいよ 7 月より新年度が始まります。一年間がんばって下さい。
小山里枝会員
佐藤ガバナー補佐、次年度金沢ガバナー補佐、本日はようこそ津久井中央へ。あ
りがとうございます。一年が早いですネッ。先日の中クラブ 40 周年、お疲れ様
でした。素晴らしかったです。
八木会長、野菜 3 種類しっかりいただき、1,000 円入れましたー！ありがとうご
ざいます。きょうはケイタイを不携帯です。しまった！と思いましたが、たまに
は数時間持たなくても良いと思っています。
あっ、水野さん、おいしいおみやげありがとうございます。あっ！マナーモード
にしなくちゃとケイタイを探し…習慣はオソロシイ～～～!!!
吉野賢治会員
佐藤ガバナー補佐、金沢ガバナー補佐エレクト、ようこそ。八木会長、野菜あ
りがとうございます。水野さん、おみやげありがとう。
佐藤ガバナー補佐、一年間お疲れ様でした。
沼崎善充会員
新旧ガバナー補佐様、一年間お疲れ様です。又これから一年間頑張って下さい。
森田正紀会員
佐藤さま、金沢さま、本日はようこそいらっしゃいました。佐藤さま、大変お
疲れさまでした。金沢さま、これから宜しくお願いします。
昨日 5 月 31 日、子供のグループ 1st アルバムがリリースされ、オリコン 3 位だ
そうです。もう少しで楽になれるかな？ 四国へ行ったみな様、おみやげあり
がとうございます。
佐藤祐一郎会員 佐藤ガバナー補佐、1 年間ありがとうございました。金沢 AGE、次年度宜しく
御指導下さい。家内は 10 日間パリに出かせぎ中です。わが家は何やらてんやわ
んやです。おかげで貧困女性調査のため散財中です。
前沢弘之会員
6 月ですね。先月で PTA を完全卒業できました。（高校で見つからない限り…）
先週、岐阜へ魚釣りに行ってきました。残念ながら、魚には会えませんでした
が、熊に会うことができました。
水野 茂会員
佐藤ガバナー補佐、一年間お疲れさまでした。金沢次年度ガバナー補佐、１年
間頑張ってください。田畑さんが巡礼の旅から無事に帰ってこられるようにス
マイルします。本日も全員スマイル頂きました。ありがとうございます。

