三条北ロータリークラブ週報

国際ロータリー会長：バリー・ラシン

「インスピレーションになろう」
第２５６０地区ガバナー：川瀬 康裕
「自らのストーリーを作りましょう」
会 長：高橋研一
「将来みんなのためになること
これからのロータリーのために
力を込めて課題にチャレンジしょう！」
幹 事：松山浩仁
ＳＡＡ：外山裕一

例会日２０１９．２. ５

累計№１５３４

当年№２８

例会日：火曜日 １２：３０～１３：３０
例会場：三条ロイヤルホテル℡34-8111
事務局：三条市本町 3-5-25 三条ロイヤルホテル内
TEL 0256-35-7160
FAX0256-35-7488
ＨＰ：http://www.sanjo-nrc.org

会長挨拶：高橋 研一 会長
本日の行事：
「平和と紛争予防/紛争解決月間」
◆本 日 の 出 席 ：５８名中２７名
◆先々週の出席率：５８名中４２名 72.41％
（前年同期 73.85％）

皆さんこんにちは。当年28回目
の会長挨拶をする前に、本日の
お客様、燕ロータリークラブ衆
議院議員の鷲尾英一郎様、よう
こそおいでくださいました。誠
にありがとうございます。本日
の卓話とても楽しみにしてお

ります。
さて、スポーツ界では、２月１日に行われたサッ
カーのアジアカップ決勝はカタールに３対１で
敗れました。経済界では、消費税増税の今年10月
◆先週のメークアップ(敬称略)
の10％税率への引き上げは、社会保障の充実と財
１月３１日 千葉若潮ＲＣ 白倉昌夫
政再建に充てられるとされています。しかしなが
３１日 三条東ＲＣ 本間建雄美、加藤實
ら、全て一律に10％への改正では税負担率の公平
石川友意、石川一昭、渡辺徹
等疑問を呈し、軽減税率等の導入や住宅・車の減
小林幹扶、岡田健、坂本勝司
税等が報じられています。食品など生活必需品・
落合益夫、西村護、下村啓治
キャッシュレス決済のポイント還元・プレミアム
高橋彰雄、神田敬宏
付き商品券・住宅ローン減税・自動車取得税減税
２月 ２日 米山記念奨学委員長セミナー
など様々な面から複雑な軽減税率。前向きに受け
外山裕一、森 宏
止められないのは私だけでしょうか？
さて、松下幸之助氏の履歴書は、先日、電気業界
＊本日の配布書類等
に入った過程をお話ししました。では、引続きま
・週報№1533
いります。
・ロータリーの友 2 月号
私の最初の仕事は屋内配線工事担当者の助手。毎
・ガバナー月信 2 月号(閲覧)
日材料を積んだ手車を引いて担当者の後からつ
・ロータリー手帳申込み(回覧)
いて回り、1日5、6軒の需要家の工事を手伝うの
が日課だった。3カ月ほどコツコツやっているう
・寄付申告用領収書(該当者)
ちに私は担当者に昇格した。会社が拡張時代であ
・抜萃のつゞり
ったとはいえ3カ月で昇格したのは異例であり、
私も喜んで大いに仕事に励んだ。私が担当した工事で思い出すのは当時珍しかった浜寺海水浴場の
点滅イルミネーション、西洋式映画館に改築した歌舞伎座前の芦辺劇場、新世界の通天閣の電灯工
事などかなり大規模なものがある。私は22歳で結婚した。姉の世話で、見合いすることにした。相
手が前に来ても見ることができない。結局義兄が「決めとけ、そう悪くはないぞ」というのですべて
が決まった次第。妻むめのをもらうにはこんな一幕もあった。
24歳の春、私は電灯会社の検査員に昇格した。私の昇格は異例なほど早く、この検査員は工事人仲
間にとって一つの出世目標だった。非常に楽な仕事で、2、3時間もあればすんでしまう。ところが
この楽な役に回ってみると不思議にいままでのように仕事に熱が入らず、なんとも物足らない気分
を持てあますようになった。ちょうどその少し前、私は新しいソケットを造ろうと研究していた。
そこでどうにかしてソケットをものにしたいという気がわいてきた。「よし会社を辞めよう。7年間
の努力も惜しいが……」何分若いだけに気が早い。主任が止めるのも聞かずに早速辞表を出した。
本日は、以上で終わります。
日本経済新聞掲載 松下幸之助著「私の履歴書」より抜粋
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◆本日のゲスト：衆議院議員
鷲尾 英一郎 様(燕 RC)

幹事報告：外山裕一 ＳＡＡ
・東京RC 熊平正人会員より「抜萃のつづり７８」配布のお願い
・ロータリーの友事務所より「ロータリー手帳予約受付について」
１冊６００円 (消費税はクラブで負担します。)
・NPO三条市成人式サポート協会より
「三条市の新成人を祝い励ます事業へのご協賛のお願い」
・三条市共同募金委員会より「運営委員会の開催について」
日時：平成31年2月20日 午前10時～
会場：三条市総合福祉センター 2階会議室
・長久の家より「餅つき大会お礼」

理事会報告：第８回

平成３１年２月５日(火)

11：30～12：30 於：三条ロイヤルホテル

出席者：高橋研一、外山裕一、早川瀧雄、松山浩仁、武田恒夫、渋谷義徳、斎藤 正、渕岡 茂、
金子太一郎、齋藤孝之輔、花井知之、樋口 勤、羽賀一真
出席数１３/１６(内委任状４名)
協議事項 １．新年会決算報告の件
２．三条東 RC ゴルフ会へ参加の際のメークアップ承認の件
３．骨髄バンク命のアサガオにいがた「寄付お願い」の件

承認
承認

スマイルＢＯＸより１万円協力 承認
４．NPO 三条市成人式サポート協会「三条市の新成人を祝い励ます事業」へ協賛の件
スマイルＢＯＸより１万円協力 承認
５．会員増強活動の件
過去候補リストのフォローアップをする 承認
６．その他…次年度は第一例会に外部卓話は避けるように配慮する。

委員会報告：
出席委員会 石川友意 委員長
先週の新年会例会は 100％出席例会という事でやっておりました。お陰様で 100％達成致しました。
ありがとうございました。当日例会に出られない方も記帳やメークアップを
していただきまして、久しぶりに出席率が 100%でございました。初めて記帳
されたという方もいらっしゃいました。これを機に、出席が難しい時も記帳
が増えることと期待をしております。その反動で今日は出席が少なくなって
おりますが、今後ともご協力の程お願い致します。

雑誌委員会 石川友意 委員長
ロータリーの友の 2 月号について一言コメントしたいと思います。横書きでＲＩ会長メッセージの
ところに、奉仕に対するポイントが書いてありますのでご覧ください。「平和と紛争予防/紛争解決
月間」という事で、難民を知るという特集が組まれています。ご一読いただきたいと思います。次
に、横書き 16 ページから 19 ページには米山梅吉記念館が今年創立 50 周年を迎えるという事で、米
山梅吉さんの人となりがわかるような記事がありますので、是非ご覧いただきたいと思います。

ロータリー財団ボックス：５日現在累計１７８,０００円
米山
落合

忠俊君 ロータリー財団 BOX に協力。
益夫君
〃

米 山 奨 学 ボ ッ ク ス：５日現在累計１,２７１,０００円
石丸
石川

進君 鷲尾代議士、本日は有り難うございます。
勝行君 米山奨学会に協力します。鷲尾代議士、本日はよろしくお願い申し上げます。
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大野
高橋
今井
森

新吉君

春らしくなりました!! ２日の米山奨学セミナー出席予定でしたが、身内の不幸で
欠席となりました。大変申し訳なく思っております。ゴメンナサイ!!
彰雄君 協力致します。
克義君
〃
宏君 ２月２日米山セミナーで勉強して来ました。

ス マ イ ル ボ ッ ク ス：５日現在累計６６０,０００円
石川

斎藤
花井
渋谷
石川

友意君 鷲尾先生の卓話に感謝して!!
先週の皆出席例会では会員の皆様のご協力で１００％出席達成
いたしました。ありがとうございました。
良行君 鷲尾先生、本日は宜しくお願いします。
知之君 鷲尾先生、今日はありがとうございます。
義徳君 鷲尾先生、卓話ありがとうございます。
これからもよろしくお願い申し上げます。
勝行君 三条北 RC の皆様には、お忙しい中、亡き父の葬儀に参列しご丁寧に御香典まで頂き、
ありがとうございました。感謝の心を込めて、ニコニコ BOX に３万円入れました。

本日の行事：
「平和と紛争予防/紛争解決月間」
講師紹介：花井知之プログラム委員長
燕ロータリークラブ会員尚且つ衆議院議員の鷲尾英一郎様卓話よろしくお願いい
たします。私と先生の付き合いは５年くらいしかないのですが、今日は政治の話
はともかく、人として本当に素晴らしい方ですので、皆さま、その魅力を存分に
味わってお帰り下さい。では、よろしくお願いします。

『平和と紛争予防にちなんで』

衆議院議員

鷲尾 英一郎 様（燕ＲＣ）

こんにちは。ご紹介いただきました鷲尾でございます。本日は三条北ロータリ
ークラブさんにお招きいただき、
「平和と紛争予防/紛争解決月間」についての
お話のお時間をいただきまして感謝いたします。私とロータリークラブのご縁
は、私の父親が新潟東ロータリークラブに入っておりまして、栗山ガバナーの
時に役をやらせていただいたという事がございました。燕ロータリークラブも
そういったご縁でお誘いいただき、2009 年に入会いたしました。国会の会期中
にはなかなか出席が叶わず、不良会員かとは思いますが、折々に、地区の行事
などで皆様とお顔を合わせている機会もあったかと存じます。
では、本題に入ります。平和とは？紛争とは？と、考える機会がないと思いますので、考える材料
として提供させていただきます。
当日資料より
・平和とは紛争のない秩序のある状態
・戦争は国家間の大規模な紛争
戦争とは他の手段をもってする政治の継続であり外交手段に含まれるもの
・紛争予防とは、争いが紛争になることや紛争の拡大を予め防ぐこと
〇日本の平和を守るため、政府が暴力装置を独占し、内にあっては警察が治安、秩序を守り、
外に対しては自衛隊が他国等の侵略を防いでいる。
＊1991 年以降、海外派遣も増えている
〇日本の自衛隊の規模、能力
《世界の軍事力ランキング TOP３０》Global Firepower：2017
１・アメリカ ２・ロシア ３・中国 ４・インド ５・フランス
６・イギリス ７・日本 ８・トルコ ９・ドイツ 10・イタリア
＊日本の国防予算：アメリカの国防予算：中国の国防予算＝１：１２：４
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＊海外メディアからは・海上自衛隊はアジア１位・航空自衛隊は世界トップ５
陸上自衛隊の射撃能力は世界一・自衛隊の規律と士気は世界一などの評価がある
〇憲法９条について
１項「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する
手段としては、永久にこれを放棄する」
２項「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
＊憲法学者の大宗と野党の一部は「憲法違反」と主張
＊政府の解釈（主張）は合憲→戦力ではない＊←海外は当然軍事力と見る
〇自衛隊の役割の変遷
自衛権の放棄、生存を他国に委ねる
→ 警察予備隊、国内の治安を補完
→ 専守防衛、国内のみで活動
→ 海外派遣可能 PKO 活動、災害派遣等
→ 一部後方支援（給油活動、復興活動等）
→ 同盟国への後方支援
→ 一部集団的自衛権行使
〇立憲主義・・・
憲法によって支配者の恣意(しい)的な権力を制限しようとする思想および制度
ガバナー月信２月号より

2019 年度国際協議会参加報告

2019-20 年度 RID2560
ガバナーエレクト 大谷光夫(高田 RC)

4

三条北ロータリークラブ週報

