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例会場：ホテルプラザ勝川 例会日：金曜日 12:30-13:30 

本日のプログラム 
司会     会場委員会 

・点 鐘      会長    川瀬 治通君 

・ROTARY SONG 「日も風も星も」 

・今月の歌   「どこかで春が」 

・ビジター紹介   会長    川瀬 治通君  

・食事・歓談    

・委員会報告 

・祝福 

・卓話 東尾張分区 分区幹事  成瀬 浩康君 

・幹事報告          幹事     古屋 義夫君 

・点 鐘       会長       川瀬 治通君 

今月の歌 

   「どこかで春が」 

     どこかで春が  生まれてる 

     どこかで水が  流れだす 

     山の３月    東
こ 

風
ち

吹いて 

     どこかで春が  生まれてる 

今月の祝福 

会員誕生日 

1日 西尾 隆吏君   19日 新美 治男君 

3日 小川  長君   21日 和田 了司君 

9日 杤本 正樹君   27日 野田   勇君 

17日 中川  健君   29日 宅間 秀順君 

結婚記念日 

2日 伊藤 一裕君    16日 清水  勲君 

5日 大畑 一久君       20日 大原 泰昭君 

8日 内藤 修久君    22日 宅間 秀順君 

11日 山田  治君 

11日 下田 育雄君 

２０１９年２月８日（金）２３９４回（２月第２例会） 

夫人誕生日 

26日  杤本 正樹君・恵子さん 

アテンダンス表彰  

8ヶ年   成瀬 浩康君 

3ヶ年   下田 育雄君 

3ヶ年   岡本 博貴君 

先週の記録  

会長挨拶 

規定審議会 

当初、ロータリーのルールを決めるのは国際大会

で行われており、偶数年度に規則改正を、奇数年

度に人事案件を審議していました。しかし提案件

数が増えてきたため、国際大会の期間中にすべて

の審議を終えることができなくなりました。そこ

で、1970年から、それまで提案案件を予備審査し

ていた規定審議会を、国際ロータリーの立法機関

とすることしました。さらに1974年からは2年ご

との開催が3年ごとになり、1977年からは規定審

議会を国際大会の一部ではなく、独立した立法機

関とすることになりました。 

規定審議会には国際ロータリー、地区そして世界

中のロータリークラブから立法案が提出され審議

が行われます。審議される立法案には、「国際ロー

タリー定款／細則」「標準ロータリークラブ定款」

の改定にかかわる『制定案』と、国際ロータリー

理事会が検討するよう決議する『決議案』とがあ

ります。この『制定案』については、各ロータリ

ークラブは無条件に受け入れ従わなければなりま 

せん。 



前回の規定審議会は 3年前の 2016 年に行われ、ロ

ータリーの方針の大幅な見直しが行われ、クラブ

運営に大幅な柔軟性が認められました。これらの

決定には、例会の頻度、場所、方法及び会員の種

類に関する変更などが含まれていました。 

では、なぜこのような変更が必要だったのでしょ

う。国際的にみると、経済状況や地域の状況によ

り急速に成長している地域もあれば、会員数の減

少や高齢化といった問題に直面している国や地域

もあります。ロータリーの活動が衰退している地

域で行われた試験的プログラムでは、例会方法、

会員資格、クラブへの参加方法などについて、ク

ラブが決定できる柔軟性が多ければ多いほどクラ

ブに活気が生まれ、成長することが分かったため、

前述のような大幅な柔軟性を認める見直しが行わ

れたわけです。 

2016 年の規定審議会では「柔軟性」という言葉が

使われました。ロータリーには「変えてもよい部

分」と「変えてはいけない部分」がありますが、

その「変えても良い部分」が各クラブに任された

わけです。言い換えれば、各クラブに「責任の重

さ」が突き付けられることになったと考えます。

楽な方へと走り過ぎると、クラブの面白さや良さ

が半減し、さらなる会員数の減少を招くことにな

るかもしれません。逆に厳しすぎても「なぜ、う

ちばっかり」という不満が出てくるかもしれませ

ん。伝統を重んじ、古きを守るのは大事なことで

す。しかし、新しいものに対して拒絶をすれば、

取り残されてしまうかもしれません。2016 年の定

款改定後、各クラブにおいて、何れをどこまで受

け入れるか、真剣な話し合いが行われ、細則を変

更したクラブも多くあります。当クラブでは、例

会の頻度に関する定款の変更を受け入れ、今年度

は例会の回数を減らしました。それがクラブそし

て会員にとって良かったかどうか、北会長エレク

トが判断され次年度に反映されることと思います。 

今年も 4月に規定審議会が開催されます。ここで

決まったことは 7月に始まる年度から施行され、

改定された定款が配布されます。先ほど述べまし

たように、定款の変更はロータリークラブとして

は無条件に受け入れ従わなければなりません。ど

のように変更になったのかをしっかり確認し、理

事会はもちろんクラブ内でも十分に話し合い、春

日井ロータリークラブにとってベストな在り方を

探っていきましょう。 

幹事所感

私が幹事をやらせて頂きはやいもので 7 ヶ月が
経ちました。準備期間を合算すると優に 1年間以
上が経過しています。

私は幹事と言う立場ではありながら人前に出るこ

とが苦手でありシャイな私には幹事はかなりの苦

痛であり最も苦手な職責でした。

しかし幹事指名された後に私はこう考える事にし

ました。”同じ時間とお金を使って活動をやるなら

ば出来る限り自分に納得のいく事がしたい”私に

は幸いな事に愛すべきロータリークラブを将来的

にこうしたい、ああしたいまたこうなるべきと感

じる所は本当に沢山ありました(つまり文句が多
いということですね)しかし実力のない非力な私
なんかでは、はたしてどこまで 1年間に改革出来
るのか？なんて未知数過ぎてわかりません。

しかし、どうせやるならばなんでも手加減するこ

と無く思い切りよくやってやろうと腹をくくりま

した。こうなると人間って強くなれるものです

ね？私は先輩方が培われた歴史と伝統の良いとこ

ろは、しっかりと踏襲し重んじてゆきたいと考え

ますが改革すべきところとそれに必要なことは熟

慮の上、思い切りよく改革を断行していこうと思

います。今後も私は形骸化された儀式に囚われる

事なく本音でこの春日井ロータリークラブが更に

意義のある素晴らしいクラブになるようにメンバ

ーの皆様と考えともに努力して参りますので宜し

くお願い致します！

第 8回理事会議事録 

審議事項

第１号議案：開始貸借対照表並びに 1月度収支の件
     問題もなく可決承認されました。

第 2号議案：2019-20春日井ロータリークラブ委
員会構成（案）について 

      問題もなく可決承認されました    

第 3号議案：神田寛司くん退会の件
      退会届が受理されましたので理事会

で審議の上可決承認されました。

第 4号議案：中部経済新聞広告について
2月 27日掲載の名刺広告 15,000円
（税別）承認されました     

第 5号議案：RYLAセミナーについて
      本年はガールスカウトから 1名を春

日井より RCより派遣します。
 報告事項

◎全国高校選抜剣道大会協賛金の件について

 本年は 5口 5万円の協賛としました。
◎1/25開催 第 1回 春日井RCビジョン懇話会
についてのご報告

食前会長、直前幹事・会長、幹事、会長エレク

ト、副幹事で構成

2 ヶ月に１回、長期的視野でクラブの将来を語
る事としました。            

◎2/17 開催 春日井ロータリー旗スポーツ少年
団サッカー大会について

 RC旗授与式に、会長幹事広報は１５時半には
会場集合とします。

◎米山記念奨学事業についてのご報告

ベトナム籍 グエン・フェン・クインさんの世



話クラブとなり清水勲君にカウンセラーをお願

いすることになりました。

◎例会変更のおしらせ

出席報告       委員長  小柳出 和文君 

会員 53名 欠席 18名 出席率 66.1% 
先々週の修正出席  休会   休会

ニコボックス報告 委員長   藤川 誠二君 

〇山﨑先生の卓話を楽しみにしております。              

川瀬 治通君

○山﨑先生，お忙しいのにご苦労様です。               

足立 治夫君

○前回，お祝いをいただきましたので。                

場々大刀雄君

〇明日，中国から孫が返ってきます。 

青山 博徳君

〇卓話楽しみにしております。

伊藤 一裕君  梅村  守君  岡田 義邦君  

小柳出和文君  加藤  茂君  加藤 宗生君  

北  健司君  貴田 永克君  近藤 太門君  

清水  勲君  下田 育雄君 社本 太郎君

宅間 秀順君  杤本 正樹君  中川  健君  

内藤 修久君  長曽 篤志君  成瀬 浩康君  

西尾 隆吏君  野浪 正毅君  速水 敬志君  

藤川 誠二君  古屋 義夫君  三上  努君

屋嘉比良夫君  山田  治君  和田  了君 

○御協力ありがとうございます。 

             ニコボックス委員会 

卓話              山﨑 俊様 

白内障とタンザニア眼科支援活動

春日井ロータリークラブの皆様におかれまして

は「タンザニア眼科支援活動」にご理解、ご協力

をいただき誠にありがとうございます。

本日は身近な眼科疾患として「白内障」を取り

上げてお話をさせていただきたいと思います。病

気のしくみや治療方法などをお伝えできればと考

えております。

日本では比較的簡単に手術で治療することが出

来る白内障ですが、現在世界での失明原因の第 1
位は白内障で、数千万人以上の人々が失明してい

ます。なぜならば先進国では白内障が手術で治療

が可能だからです。つまり、途上国で白内障によ

って失明している多くの人々は、手術によって視

力を取り戻せる可能性があると言えます。合理的

な「超音波白内障手術」を、タンザニアをはじめ

とする途上国で普及させることができれば、世界

の失明患者は減少すると思われます。

 我々タンザニア眼科支援チームは 2007 年より
毎年 1回、10日間程度、現地での支援活動を行っ
ております。日本人眼科医の有志らがチームを結

成して、タンザニアで眼科医たちに新しい手術方

法を教育しております。昨年も春日井ロータリー

クラブさんをはじめとする多くの方々からのご支

援をいただき第 14 回タンザニア眼科支援活動を
行うことが出来ましたので報告したいと思います。

2019年 6月にも 15回目となる現地支援活動を予
定しております。

この 10 年間で、我々が指導している大学病院
での合理的手術の割合と白内障手術件数が増加し、

緩やかではあるが白内障による失明患者の減少に

役立っていると考えられます。

超音波白内障手術の導入と普及（2007 年＝約
3%→2017年＝約 15%）
白内障手術件数の増加（2007 年＝約 300 件→

2017年＝約 500件）
一人でも多くの白内障患者を失明から救うこと

が我々の願いです。今後もささやかながら活動を

継続したいと考えております。

瀬  戸  北 2月 19日（火）→2月 23日（土）

Ｒ    Ｃ IMの為 キャッスルプラザ  

岩    倉 2月 19日（火）12：30～

Ｒ    Ｃ 座談例会の為 和蔵  

犬    山 2月 19日（火）→2月 23日（土）

Ｒ    Ｃ IMの為 キャッスルプラザ  

西    尾 2月 19日（火）→2月 16日（土）13：30～

Ｒ    Ｃ IMの為 グランドティアラ安城  

岡  崎  南 2月 19日（火）12：15～

Ｒ    Ｃ 交流例会の為 岡崎ニューグランドホテル  

愛 知 長 久 手 2月 19日（火）→2月 23日（土）

Ｒ    Ｃ IMの為 キャッスルプラザ  

瀬    戸 2月 20日（水）→2月 23日（土）

Ｒ    Ｃ IMの為 キャッスルプラザ  

江    南 2月 21日（木）→2月 23日（土）

Ｒ    Ｃ IMの為 キャッスルプラザ  

名 古 屋 大 須 2月 21日（木）→2月 18日（月）

Ｒ    Ｃ IMの為 名古屋観光ホテル 

尾 張 旭 2月 22日（金）→2月 23日（土）14：00～

Ｒ    Ｃ IMの為 キャッスルプラザ



川瀬会長 挨拶 

次期委員会メンバー発表 北 健司君 

卓話 山﨑眼科 山﨑 俊様 

山﨑先生からの記念品 

幹事報告 古屋 義夫君 


