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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 「われら日本のロータリアン」
・今月の歌
「茶摘」
・ビジター紹介
会長
川瀬 治通君
・食事・歓談
・委員会報告
・会長挨拶
・家族例会
京都小旅行
・幹事報告
幹事
古屋 義夫君
・点 鐘
会長
川瀬 治通君
今月の歌
「茶摘」
夏も近づく 八十八夜
野にも山にも 若葉が茂る
あれに見えるは 茶摘じゃないか
すげ
あかねだすきに 菅の笠
先週の記録
会長挨拶
会長 川瀬 治通君
2019 年規定審議会の主な可決事項
5 月 21 日に RI から「2019 年規定審議会決定
報告書」
が送られてきました。
この規定審議会は、
今年 4 月 14 日〜18 日にシカゴで開催されました。
その主な採択された事項です。
19-22
クラブ会長の任期を改正する件
第 13 条 理事および役員および委員会 第 5 節
（略）会長は、7
― 役員の選挙。 (b)会長の任期。
月 1 日に就任し、1 年間、または後任者が然る
べく選挙されて適格となるまで、その職務に当た
るものとする。
後任者がしかるべく選挙されなかった場合、現職
の会長の任期を 1 年に限り延長するものとする。

２０１９年５月３１日（金）２４０６回（５月第３例会）
メーキャップ期間を前後 14 日から同
19-35
年度以内に
第 12 条 出席［本条の規定への例外は第 7 条
を参照のこと］ 第 1 節 ― 一般規定。(a)例会の
前後 14 日間。同年度内。例会の定例の時の前 14
日または後 14 日同年度以内に、
★メーキャップは欠席した例会の前後 2 週
間ではなく、年度内にすればいいことにな
ります。
19-37
公職・RI 職員規定の削除
第 10 条 会員身分 第 7 節 ― 公職に就いて
いる人。一定の任期の間選挙または任命によって
公職にある 者は、
当該公職の職業分類の下に本ク
ラブの正会員となる資格を有しないものとする 。
この制約は、学校、大学その他の教育施設に奉職
する者、
または裁判官に選出もし くは任命された
者には適用されない。会員で一定の任期を持った
公職に選出もしくは 任命された者は、
その公職に
在任中、以前の職業分類の下に、引き続き会員と
しての 身分を保持することができる。 第 8 節
― RI の職員。本クラブは、RI に雇用されてい
る人を会員として保持できる。
★選挙で選ばれた公職についている人も会
員になれます。
職業分類の制限の廃止
19-39
第 11 条 職業分類クラブの会員構成 第 1 節
一般規定。 (a) 主な活動。各会員は、その事業、
専門職務、職業、または社会奉仕の種類に従 って
分類されるものとする。職業分類は本人の所属す
る会社、企業、団体の主要 かつ一般世間がそのよ
うに認めている事業活動を示すものか、本人の主

ロータリー親睦活動月間
例
会
予
定

6 月７日（金）

6 月 11 日（火）

6 月 21 日（金）

第１2 回理事会 11：15〜

犬山ＲＣ合同例会

IDM（夜間例会）

祝福 消防署員表彰

名鉄犬山ホテル

ホテルプラザ勝川

卓話 春日井消防長 大谷 雅人様

6 月１４日（金）例会変更

6 月 28 日（金）
休会（定款８−１）

たるかつまた一般世間がそのように認めている
事業または専門職務を示すものか、本人の社会
奉仕活動の種類を示すものでなければならない。
理事会は、会員が役職、専門職務、または職業
を変更する場合、会員の職業分類を修正するこ
とができる。 (b) 是正または修正。理事会は、
正当な理由がある場合、在籍中の会員の職業分
類を是正または修正することができる。是正ま
たは修正の提案については、
当該 会員に対して
然るべき予告が与えられ、その会員には、これ
に対して聴聞の機会 が与えられなければなら
ない。 第 2 節 ― 制限。5 名またはそれ以上
の正会員がいる職業分類からは、正会員を選出
してはならない。ただし、会員数が 51 名以上
のクラブの場合は、同一職業分類に属する正会
員がクラブ正会員の 10 パーセントより多く
ならない限り、その職業分類の下に正会員を選
出することができる。引退した会員は、その職
業分類に属する会員総数に含めないものとする。
選出によってクラブ会員数が職業分類の制限を
一時的に超えることになっても、クラブの移籍
会員または元クラブ会員、またはローターアク
ターあるいは RI 理事会によって定義された
ロータリー学友の職業分類は、正会員に選出さ
れることを妨げるものであってはならない。会
員が職業分類を変更した場合、クラブは、これ
らの制限にかかわらず、同会員の会員身分を新
しい職業分類の下で継続することができる。
第 2 節
クラブ会員基盤の多様化を推進す
る手段としてのクラブ会員構成。このクラブの
会員基盤は、年齢、性別、および民族的多様性
を含め、地域社会の事業、専門職務、職業、お
よび市民組織の多様性を表すものであるべきで
ある。
★趣旨及び効果：本提案は、
「専門職務」とは
異なる職業を持つ会員もいることを反映する
ため、
「職業」という語を追加する。また、現
行の職業分類の制限も廃止する。こうした変
更によって、クラブが会員構成において柔軟
性を保つことができると思われる。
職業奉仕という考え方も今後変わってくる可
能性がある。
事務総長の呼称を COO から CEO に
19-62
RI 事務総長の呼称を、実態を踏まえて、RI
の最高執行責任者から RI 最高経営責任者に
変更する。
19-70
6 名未満クラブを終結可能に
会員数が 6 名未満となったクラブは、ガバナ
ーの要請により理事会がそのクラブを終結さ
せることができる。
ローターアクトクラブの立場を高める
19-72
ローターアクトクラブが RI に加盟できる。

ローターアクターが自動的にロータリアンに
なれるのではない。
RI への会費は将来理事会が検討し、ロータリ
ー財団の基金などを使う権利はない。
19-82
人頭分担金を増額する件
毎年 1 ドルという緩やかな増額を承認。今後
の審議会により修正されない限り、会費がそ
れ以上の額になることはない。
2014-15 ＄44
2015-16 ＄54
2017-18 ＄60
2016-17 ＄56
2019-20 ＄68
2018-19 ＄64
2020-21 ＄69
2021-22 ＄70
2022-23 ＄71

RID2760 規定審議会代表議員 江崎柳節君（小牧
RC）の印象
地区やクラブから提案される未来展望型
の立法案の自由度は、理事会の官僚化に
より拒絶される傾向がうかがえる。
明らかに RI は職業奉仕団体ではなく、拡
大したボランティア組織になろうとして
いる。
職業から得た高潔性と、専門性、指導性
を持って、自己を超えて奉仕を覚悟しよ
うとしているロータリアンの「尊厳」の
大切さに気付いていない。
RI 自体の柔軟化構想
RI とロータリー財団の合併を想起
させる立法
事務総長の CEO 化
他団体の RI 加盟の可能性（ロータ
ーアクトクラブの RI 加盟）
My Rotary に RI の方が書いておられる文章には、
『前回の審議会で認められた「クラブの柔軟性」を
一部制限しようとする強い圧力がありましたが、代
表議員はそれに抵抗し、また、クラブに新たな制約
を課す可能性のあるいくつかの案件を否決しました。
否決された提案には、クラブが少なくとも年に 40
回例会を開くことを義務づけるというものもありま
した。
』と書いています。これら提案のほとんどが日
本から出されたもので、RI と日本のロータリークラ
ブの考えが大きく乖離していることがわかります。
今回可決した事項に、前回のようなクラブとして
の裁量が与えられるのかどうか、
まだわかりません。
いずれにしろ今回採択された案件は 7 月 1 日から運
用されます。
各クラブはこれら採択された制定案に対して反
対を表明することができます。8 月 1 日までに世界
本部にメールで送付すれば良いので、今年度および
来年度の理事会で検討したいと考えています。
今後「ロータリーの友」などにも記事が載ると思
います。ぜひ興味を持って読んでください。

幹事所感
幹事 古屋 義夫君
2019 年 5 月 24 日 18:00 春日井 RC,名古屋空港 RC,
名古屋城北 RC の 3RC にて現次理事役員による合同理
事役員会を我々春日井ロータリークラブが主管させ
て頂き開催をさせて頂きました。
実質的な内容としては 3RC の理事役員会というより
も 3RC の懇親会と表現させていただいた方がしっく
りとくるかと思います。日頃よりお世話になり本当
に親しくさせていただいております 3RC のメンバー
の方々との間での開催ということでもあり、会は大
変な盛り上がりで写真だけでも何カット撮ったのか
わからないくらい撮りましたし大いに呑み食べそし
て 3RC の皆さんと語らいました。
また常日頃よりお世話になっておりますホテルプラ
ザ勝川さんにも限られた予算内でありながら大変よ
く考えられた美味しい料理をご提供頂き今迄私が出
席させて頂きました 3RC 合同理事役員会の中でレベ
ルの高い素晴らしい会になったのではないのかな？
…と大変嬉しく感じております。
そして他のロータリークラブの方々からも こんな
に盛り上がった 3RC は今までになかったね…
良い会だったね…
楽しかったね…
と大変嬉しく光栄なお言葉を頂戴いたしました。
これからもロータリークラブがロータリーの友情に
満ち溢れる素晴らしい団体になりますようそして皆
様と更なるロータリーの友情をもってこのロータリ
ークラブという存在をさらに意義ある楽しい処にし
ていくいくことが出来れば良いなぁ…と思っており
ます。
◎例会変更のおしらせ
岩

倉

Ｒ

Ｃ

6 月 11 日（火）
例会変更の為

ダールフルット

名古屋名東

6 月 11 日（火）18：00〜
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6 月 12 日（水）→ 6 月 15 日（土）
親睦例会の為 木曽路瀬戸店

6 月 14 日（金）→ 6 月 15 日（土）
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夜間親睦例会の為

津

島

6 月 14 日（金）→6 月 11 日（火）

Ｒ

Ｃ

夜間例会の為 木曽路津島店

◎例会休会のお知らせ
江南ＲＣ
出席報告
会員 52 名
先々週の修正出席

６月１３日（木）休会

委員長
欠席 25 名
休会

小柳出 和文君
出席率 51.9%
休会

ニコボックス委員会
委員長 藤川誠二君
○結婚記念日の祝福を受ける喜びで。川瀬 治通君
○ようこそ 徳洲会田中先生。
青山 博徳君
○孫から，１０月に曾孫に会えそうです，との連絡
があり，曾祖父になりそうです。
小川
長君
○体がだんだんと硬くなってきました。ストレッチ
をがんばります。
山田
治君
○卓話楽しみにしております。
足立 治夫君
稲垣 勝彦君
伊藤 一裕君
大橋 省吾君
岡本 博貴君
加藤
茂君
加藤 宗生君
北
健司君
伊藤 一裕君
社本 太郎君
杤本 正樹君
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
場々大刀雄君
古屋 義夫君
三上
努君
和田 了司君
○ご協力ありがとうございます。
ニコボックス委員会 一同
卓話 名古屋徳洲会総合病院
田中 昭光様
「カテーテルの進歩」というお題で話をさせていた
だきました。
そのためにまず循環器とはなんぞや、カテーテル治
療とはなんぞやというところを簡単にお伝えし、そ
のうえで今カテーテルでどこまでの治療ができるか
を知っていただこうと思いスライドにまとめました。
まず循環器とは、 ポンプ である心臓とそれにつな
がる 水道管 である血管、のこと。
そこに異常をきたした際に、メスではなく、薬とカ
テーテルで治療をするのが循環器内科医である。
ポンプの異常はおおよそ①冠動脈(虚血)②不整脈③
弁膜症④心筋症のどれか、
もしくはいくつかが原因。
この①、つまり狭心症や心筋梗塞の治療がカテーテ
ルでできるようになり(＝PCI)、 死にかけてきた人
が歩いて帰れる というのをやりがいと考えて多く
の循環器科医がこれに携わっている。循環器と言え
ばカテ、カテと言えば PCI という感じであった。し
かし、これは 15 年前の話。ここからカテーテルが
どんどん進化をします。まず詰まったところを直す
水道屋だけではなく、②不整脈をカテーテルで直す
電気屋が現れる。③弁膜症のカテーテル治療もここ
4-5 年で急速に広まり、大動脈弁狭窄症に対するカ
テーテル治療(TAVI)は、心臓の手術でありながら低
侵襲がゆえ翌日に歩行し、点滴などの管もすべて翌
日中には抜けるという、もはや高齢だから手術をあ
きらめるという時代は終わった。
ただ限られた施設でしかできないこともあり、この
情報が患者さん・一般の方には伝わらないことも多
く、まだまだ啓蒙が必要である。
④心筋症に対するカテーテル治療も省略したが、可
能である。
さらに水道管の水道工事が発達。下肢動脈・腎動脈・
頚動脈・シャントの詰まりを直すことができるよう

になった。さらには水道管の破裂を防ぐ、大動脈瘤
に対するステントグラフト内挿術・コイル塞栓術。
これらは循環器内科の枠組みを超え、脳外科・血管
外科・腎臓内科・救急外科・腫瘍外科の領域の医師
が携わるようになっている。今やメスを持って人を
治したいと思っている外科医がカテーテルを持つ時
代になっている。
カテーテルのスキルを持っている者が非常に頼りに
される現状があり、もはや カテを制するものは医
療を制す と言っても過言ではない。しかし、カテ
ーテルに携わってきた、カテーテルで人を治したい
と切に考えてきた自分が真に思うのは、 カテも治
療の選択肢のひとつにすぎない。外科的治療の選択
肢を備えれば、今まで救えなかった命が救える 。某
漫画のシーンを例えで使わせていただいた。
カテーテルもどうしても遠隔的な治療である以上、
患者さんの解剖に依存する治療となる。それによる
限界・制限というのも知らないといけない。すべて
のポンプ・水道管の異常をカテーテルで直すことは
不可能で、外科治療が最善であることも多い。
重要なのは選択肢であると考える。たしかにここ 10
年 15 年、いや今後もカテーテルを含めた医療テク
ノロジーの進化は間違いなく進み、救えなかった命
が救えるようになる。
そのため常にアンテナを張り、
新しいものを取り入れ、学会活動もしてそれをじょ
うずに扱えるようになることは重要。そして外科的
な治療選択肢も安心して選ぶことができる病院で治
療を受けるのが患者さんにとっては best であろう。
また昨今はチーム医療の大切さが言われている。私
自身もそれを実感している。そのため院内でコメデ
ィカル向けに勉強会を頻回に開き、知識の共有も心
掛けている。患者さんにとって最善の治療とは、主
治医・術者だけでなく、その治療に携わる周り全員
が一流のプロであることではないかと考えている。
われわれの病院はこんな思いで日々診療をしており
ます。今後とも努力致しますので、よろしくお願い
致します。

祝福 会員誕生日

祝福 結婚記念日

卓話 名古屋徳洲会総合病院 田中 昭光様

会長挨拶 川瀬 治通君

