
2018－19年度国際ロータリーのテーマ　インスピレーションになろう
会  長　和 田 賢 二

方針

Free Mind Rotary
ロータリーを拡めよう

DISTRICT 2500

2018 19年度国際ロータリーのテーマ インスピレーションになろう

DISTRICT 2500

OBIHIRO
ROTARY CLUB

■会長報告 和田　賢二 会長
　RIで3年ごとに開かれる規定審議会が4月14
～18日の5日間、アメリカイリノイ州シカゴで
開催されると4月17日の会長報告の際にお話
しましたが、先週末に2019年規定審議会で決

定された160頁に及ぶ内容のメールが届きました。
　審議会では、計117件の立法案が審議されました。この中
には116件の制定案（RIの組織規定を改訂する立法案）と1
件の見解表明案（国際ロータリーの見解を表明する提案）が
ありました。これらのうち、審議会は46件の制定案および1
件の見解表明案を採択しました。55件の立法案は否決され、
15件の立法案が審議されずに撤回されました。採択された
46件の制定案のうち、7件は修正の上採択されました。
　ジョン・ヒューゴ事務総長の総評によりますと、　多くの
画期的な変更が導入された前回の審議会ほどではないとは
言え、2019年規定審議会でもロータリーの未来を形づくる
いくつかの決定が行われました。これら重要な決定の一つ
に、ローターアクトクラブの立場を高める案件がありまし
た。この変更は、ローターアクトクラブが加盟できるように
するために国際ロータリーの加盟の定義を広げるもので、
RIからローターアクトクラブに提供されるサポートを増や
すとともに、ローターアクトの奉仕の力を高めることを目
的としています。
　また、RIを米国内国歳入法の第501条（c）（3）項に基づく
免税資格のある団体に変更するという理事会の提案を承認
しました（現在、RIは第501条（c）（4）項に基づく団体）。この
変更の可能性については、特別に設けられたタスクフォー
スが18カ月間にわたって調査を行い、税優遇措置だけでな
く、外部業者からの割引によって経費削減につながると結
論づけました。
　そして会費（人頭分担金）について、審議会は2020 － 21年
度から3年間、毎年1ドルという緩やかな増額を承認しまし
た。
　他にも会員身分の制約の規定では、「各クラブは、多様性
を推進するような均衡の取れた会員構成を構築するよう努
めるものとする」と言う文言が付け加えられました。
　会長の任期の規定では、会長は、7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。という部分を後任者がしかるべ
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。と変更になりました。　
　皆さんの中で、マイロータリーへの登録がまだの方は、是
非この機会に登録をして下さい。ロータリー活動を行う上
で様々な情報を得ることが出来ます。　

■プログラム　「新入会員卓話」 プログラム委員会
角　健太郎 会員
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③帯広RC、年度末最終夜間例会開催のご案内
　日　時　6月26日（水）午後6時
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　二次会　ウィンザー（会費：4,200円）

④帯広西RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　5月30日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル

⑤帯広北RC、移動例会開催のご案内
　日　時　5月31日（金）午前11時30分
　場　所　帯広川下水終末処理場

⑥帯広東RC、創立35周年記念式典・祝賀会開催のご案内
　日　時　6月14日（金）午後2時受付
　場　所　とかち館
　※尚、6月11日（火）の繰下げ例会と致します。
　　　　
■委員会報告　　
・ニコニコ献金  
野村　一仁 会員
　先週、新入会員オリエンテーションを開催させていただ
きました。参加会員は18名です。ありがとうございました。
高原　　淳 会員
　本日、例会を担当させていただきます。
角　健太郎 会員
　本日、新入会員としての卓話を担当させていただきます。
森田　幹也 会員
　本日は不在ですが、27日の報道発表により既にご案内の
通り6月21日より東京勤務となります。今は、忙しさと寂し
さでいっぱいの日々です。行先は、NTT東日本南関東取締
役ビジネスデリバリコーディネイト部長、就任予定。6月例
会一回は必ず出ます笑

・ご結婚記念日祝い
高木　　剛 会員

・出席報告　　　
5/29例会の報告
　会員総数94名　内免除会員4名　出席者数43名
5/15例会の報告
　メークアップを含む出席者数74名　出席率81.3%

■次週プログラム予定
6月5日（水）　「十勝・帯広への経済効果が期待されている
 NHK連続テレビ小説『なつぞら』の紹介」

■会務報告 外﨑　裕康 幹事
①帯広RC、次年度第3回クラブ協議会開催のご案内
　日　時　6月5日（水）午後7時
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　会　費　2,100円
　出席義務者　次年度理事・役員・各委員長

②帯広RC、第6回クラブ協議会開催のご案内
　日　時　6月12日（水）午後6時30分
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　会　　費　2,000円
　出席義務者　理事・役員・各委員長

第⼀⽣命保険(株) と北海道との包括連携協定の概要

北海道 
 

 公共サービスの充実を図っていくため、⺠間
企業のノウハウ、アイディアを提供いただき、
官⺠⼀体となった協働を積極的に推進。 

 ⺠間企業等との協働により活⼒と潤いのあ
る地域づくりを促進。 

 

第⼀⽣命保険(株) 
 

 お客さまの“⼀⽣涯のパートナー”として、グル
ープ各社が、それぞれの地域で、⼈々の安
⼼で豊かな暮らしと地域社会の発展に貢
献。 

 事業展開する全ての地域、国において「いち
ばん、お客さまから⽀持される会社」となるこ
とで、「安⼼の最⾼峰を、地域へ、世界へ」
を⽬指す。  

2016 年 1 月 22 日 
 

⼥性の活躍推進、⼦育て⽀援の推進に関する事項
•ワーク・ライフ・バランスをテーマにしたセミナー等の道内各地での共同開催
•⼥性の活躍推進、⼦育て⽀援に係る各種取組への協⼒（⼥性の活躍応援⾃主宣⾔、北海道すきやき
隊等への参画及び周知活動）

•結婚を希望する男⼥を応援する「北海道コンカツ情報コンシェル」での連携（イベント集客活動）や婚活イ
ベントの共同開催の検討（3/13婚活セミナーでの連携）

健康増進に関する事項
•がん対策・がん検診普及に係るイベントやセミナー開催への協⼒・協賛（4/27がんセミナーでの連携、
10/14がん予防道⺠⼤会での連携）

•⽣活習慣の改善やロコモティブシンドロームなど健康づくりに係るイベントやセミナー開催への協⼒・協賛
•ランニング教室の開催や市⺠マラソンへの協賛等、スポーツ振興に係る各種イベント開催への協⼒・協賛
•シニア向け情報発信イベント・セミナーの実施等を通じたセカンドライフの応援

地域経済の活性化に関する事項
•第⼀⽣命が毎年秋⼝に実施している札幌地区でのビジネス商談会での連携（9⽉実施予定）
•第⼀⽣命主催の道外ビジネス商談会への道内企業の参加⽀援での連携
•第⼀⽣命経済研究所エコノミスト等を講師とした経済セミナーの共同企画

道政広報に関する事項
•第⼀⽣命のネットワークを活⽤した、北海道の発⾏物や第⼀⽣命と共同で作成する発⾏物の配布活動、
及び親密団体等へのポスター掲⽰依頼活動

その他道⺠サービスの向上、地域社会の活性化に関する事項

連携・協働の取組 

【セミナー日時】 

 ２０１９年６月４日（火） 
  １３：３０ ～ １４：４０ （１３：００）

受付開始） 

【セミナー会場】 

とかちプラザ  レインボーホール
 

     

当社では、記入いただいた内容を以下の業務などに活用いたします。 
●関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスの案内・提供 
●当社業務に関する情報提供・運営管理 
※各種商品・サービスの詳細は、当社ホームページ 

（http://www.dai-ichi-life.co.jp/）でご覧いただけます。 

※記入できる方は、成人、結婚をしている未成年者、または就労している 1８歳以上の未成年者に限ります。 

 

～お客さま感謝セミナー 新「がんのひみつ」参加申込書～ 

セミナーでは、「がん検診のススメ 第３版」をもとに、
「がん」についてわかりやすく解説していただきます。 

中川恵一 

がん医療の最先端の情報を私たちへ…。ぜひ、この機会にご参加ください。なお、当日は帯広市からの情
報提供もございます。 

 1960 年東京生まれ。1985 年東京大学医学部医学科卒業、同年東京大学医学部放射線医学教室入局。
1989 年スイス Paul Sherrer Institute に客員研究員として留学、1993 年東京大学医学部放射線医学
教室助手、1996年専任講師、2002年准教授。2003年東京大学医学部附属病院緩和ケア診療部長（兼任）。 

著書に『がんのひみつ』『死を忘れた日本人』『がんの練習帳』など多数。厚生労働省「がん対策
推進協議会」委員、同「がんに関する普及啓発懇談会」座長、同「がん対策推進企業アクション」ア
ドバイザリーボード議長。 

 

がん治療はどんどん変化しています。今、聞いていただきたい最新の情報です。 

参加費 
不要 

【 申 込 方 法 】  

【 定 員 】  

【問合わせ先】  

【 Ｔ Ｅ Ｌ 】  

【申込締切日】  

ハンディサイズ 64 ページ 

「がん対策推進企業アクション」

（厚生労働省の委託事業） 
 発行 

 監修 

下記申込書に必要事項を記入のうえ、当社担当者にお渡しください。 

１20名 ＊定員となり次第、締め切らせていただきます。  

第一生命 帯広支社  担当：秋田・桑原 

０１５５－２２－７２１１ 

2019年 5月 31日 （金）  

 

日本人の 2 人に 1人が｢がん｣になり、3人に 1 人が｢がん｣で亡くなる時代の 

お届けしたのは・・・ 
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中 川   恵 一 先生  

【講師】 

 な    か    が   わ        け   い    い   ち 

  

東京大学医学部附属病院 放射線科准教授   

フリガナ 〒　　　－

氏名

生年月日 　　Ｔ・Ｓ・Ｈ　　　　　　　年　　　　月　　　　日

ＴＥＬ E-mail

住所

 


