
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累        計 421,000 円 

年 間 予 算 2,300,000 円 

達 成 率 18.30％ 

 

 

・9/4  第 43 回大東ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ旗争奪少年野球大会 

     開会式 （大東市立北条中学校） 

・9/6  例会 定例理事会(11:00～) 

・9/13  例会 ガバナー補佐訪問/ピアノ贈呈式（大東市へ） 

・9/17  クラブ国際・社会奉仕合同委員会会議 

     大阪 YMCA 14:00-16:30 

・9/18  2022-23 年度米山奨学生レクリエーション 

     宝塚歌劇団 観劇 12:30～ 

・9/27  例会 ガバナー公式訪問 

第２６６０地区 

大東ロータリークラブ 

■ 事務所 
〒574-0046 大東市赤井１丁目 2-10 

ポップタウン住道本館４階 
T E L :０７２－８７５－１２００ 
F A X :０７２－８７５－０５９０ 
E-mail:office@daito-rc.org 
http://www.daito-rc.org/ 

■ 例会 
毎週火曜日 12 時 30 分～1 時 30 分 
〒574-0076 大東市曙町 4-6 
大東市民会館 4 階「大会議室」 
T E L :０７２－８７１－０００１ 
 
 

◆4つのテスト◆ 
言行はこれに照らしてから 
① 真実かどうか？ 
② みんなに公平か？ 
③ 好意と友情を深めるか？ 
④ みんなのためになるかどうか？ 

DAITO 
ROTARY 

OSAKA JAPAN 

CLUB WEEKLY BULLETIN 

令和 4 年９月６日発行   No.2585 2022.8.30（No.2584）の例会記録 

 

 

  大東ロータリー会長テーマ 

 「多様性溢れる個性を尊重し、 
協調しながら未来へ」 

◆ 出席報告（8月 30日分） 

会員数 37名 出席数 27名 欠席者 3名 

特定免除 7名 その他免除 0名 

出席率 90.00％ 

 

前々回 8月 23日分 

会員数 37名 出席数 24名 欠席者 4名 

特定免除 9名 その他免除 0名 

出席率 85.71％ 

 

後面に記載 

     

「大東インターアクト創立記念に因んで」 

生駒 智人ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員長 

 

        

      「未定」 

 
２０２２年～２０２３年度 

 
国際ロータリーのテーマ 

 
国際ロータリー会長  

 
  ジェニファー・ジョーンズ 

今週の予定   （９月６日） 
お知らせ 

創立 1967年 12月 26日 
■会長 中野 秀一 
■幹事 杉原 巨峰 
■広報委員長 岡井 康弘 
（会報） 

次週の予定   （９月１３日） 

先週の例会報告 

ニコニコ箱 

 

イマジン ロータリー 

 

  

 「ロータリーの友月間について」 

岡井 康弘 広報委員長 

 



 

 

             

 

皆さんこんにちは。本日も例会にご参加いただき誠に有難 

うございます。さて、本年度が始まり早くも二か月が過ぎ 

ようとしています。猛暑のピークもようやく超えた感じが 

するこの頃ですが、行動制限がかからなかったお盆休みも 

あり、第 7 波のピークは越えたようですが新型コロナ感染 

者数も中々収束する様子が見えておりません。 

このような社会環境ではありますが、感染者の全数把握を 

取りやめする事が政府の方針として決定されました。これ 

から本格的に「with コロナ」で社会経済活動を行っていかなければならないとい 

う判断であるかと思いますので、皆様におかれましては感染防止対策はもとより 

それぞれの免疫力を高める事や基礎体力の維持向上を図って頂きながら企業経 

営・ロータリー活動にお努め頂きたいと思います。さて、そこで今回は基礎体力 

の維持向上と免疫力アップについて少しお話したいと思います。基礎体力の維持 

向上に欠かせない事として、適度な運動がまず思いつくかと思います。運動にお 

いては特に 30 分以上の有酸素運動を行う事により、脂肪の燃焼と基礎的な筋力 

が付いてきますが、ウォーキングや自転車などがそれに適しているようです。運 

動する前に準備体操を行うことで故障を減らし、運動後のストレッチで体を整え 

る事も重要であります。又、免疫力アップには基礎体力の向上は勿論ですが、良 

質な睡眠と食事、そして「笑い」も大きな効能があるようです。人との触れ合い 

や会話の中で「感動」や「笑い」が生まれ、腹の底から笑う事で腹筋が鍛えられ 

多くの酸素を体内に取り込み身体が活性化し、幸福感も高まる事で免疫力が高ま 

るのではないかと思います。 

当クラブには同好会として「歩こう会」がございますが、歩きながら会話と景色 

を楽しみ、運動後に仲間と共に笑いながらおいしい食事を頂くことで以上のよう 

な効果が一石二鳥で得られます。「歩こう会」はコストパフォーマンスが非常に高 

い集まりであると思います。ここ数年活動を休止しております「歩こう会」です 

が、高齢化が進む当クラブにおいては、親睦を深めながら健康寿命を延ばすため 

にも「歩こう会」の再開を是非お願いしたいと思います。 

来週には本年度一回目のゴルフ同好会もございます。いよいよ、スポーツの秋、 

食欲の秋、読書の秋など、見分や親交を深める良い季節が到来致します。個性豊 

かな皆様と共に「協調しながら未来」へと、共に歩んでまいりたいと思います。 

本日の例会も皆様との友情が深まり、有意義な例会となります事を祈念申し上げ 

本日の会長の時間とさせていただきます。 

 

 

会長の時間 
会長 中野 秀一 

 

 

 

 



 

 

 

 

◎ニコニコ箱委員会                   委員長 中崎 諭 

 

・結婚記念日 自祝                 高嶋  登 君 

・入会記念日 自祝      藤本 和俊 君 

・佐藤会員、大変お世話になりありがとうございました    中野 秀一 君 

・例会、ご出席に感謝！！                 杉原 巨峰 君 

・会員増強奮闘中！！ご協力お願いします   佐藤多加志 君 

・そろそろ台風シーズンとなりますので、防災意識を高めたいと思います 

                             東村 正剛 君 

・御池岳に登ってきました。途中の鈴北岳と日本庭園は絶景でした 

                             空門 満也 君 

・西山会員、大変お世話になりありがとうございました    中野 隆二 君 

・素晴らしコースで久しぶりに自分らしいゴルフができました。ありがとうござ 

いました。       谷中 宗貴 君 

・先日、宮古島に行って来ました。楽しい時間をすごせました。森脇 克弥 君 

・前回、例会早退すみません     森田 武雄 君 

・色々とありがとうございます     樋本 有伸 君 

・田川さん、東村さん、樋本さん、先日はたいへんお世話になりました 

                             中崎  諭 君 

・本日も宜しくお願いします     中野  剛 君 

・2022年夏、久しぶりに家族旅行に行かせていただきました  樋口  光平 君 

 

 

 

◎ 2019-2020 年度 国際奉仕委員会           空門 満也 会員 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 年度の国際奉仕委員長、空門会員より、ネパール・カトマンズ西 RC 

から水インフラ事業に関する報告書が届いた旨、ご報告がありました。 

委員会報告 



 

 

 

 

  

                   米山奨学生の蔡淳安さんが例会に 

                   出席、近況報告をしていただきました 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

「憲法改正について」 

                                  岸沢 和重 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。岸沢です。去る７月１０日参議院議員選挙が御座いました。 

各政党様々な公約を打出し、ぜひ実現して欲しいものから少し現実味に欠けるも 

の、それぞれ特色のある公約を掲げ、この国のことを考える機会となりました。 

また選挙期間中に安部元総理が凶弾に倒れるという大変な事件もございました。 

ロシアのウクライナ侵攻も今年２月２４日から始まり、すでに半年が過ぎようと 

しております。そんな情勢不安もあり憲法改正というワードもよく耳にしました。 

憲法改正には３分２以上の賛成が必要という数字は頭に残ってはいるのですが実 

際にはどのような手続きがあって、はたして本当に改正すべきなのか皆さんと一 

緒に考えたいと思い今回卓話のテーマとさせていただきました。諸先輩方におか 

れましては歴史もよくご存じの方もおられるとは承知しておりますが、少しの時 

先週の卓話   



 

 

間お付き合いの程宜しくお願いします。 

 

先ず日本の憲法の話をさせてください。 

日本で最初に憲法が作られたのは明治時代、伊藤博文、井上毅などが中心となり 

諸外国の憲法を参考にしながらも歴史や伝統を踏まえた日本独自の憲法を作ろう 

と明治憲法、いわゆる大日本帝国憲法が作られました。今の憲法は、第２次世界 

大戦で日本は敗戦、ＧＨＱ、連合国軍総司令部の草案をもとに作られたものです。 

ＧＨＱはこの草案を８日間で作ったそうです。当時幣原喜重郎首相、国務大臣は 

松本国務大臣でした。実は日本側で考案した、いわゆる松本案というものが存在 

したそうです。残念ながら明治憲法とほとんど変わらないとしてマッカーサーに 

拒否されマッカーサー３原則である天皇制の維持、戦争放棄、封建制度の廃止を 

柱とした日本国憲法が作られたという歴史があります。建前は国連が世界の平和 

を維持してあげるから第９条にあるように戦力はもたないことなどが盛り込まれ 

ました。ただ、本音は日本が国際社会の脅威にならないよう作られたと言われて 

います。こうして昭和２１年１１月３日公布、それから半年後昭和２２年５月３ 

日施行されそのまま７０年以上が経過しているというのが今の日本国憲法です。 

 

憲法改正の議論はこれまでも何度も行われてきましたがなぜ前に進まないのでし 

ょうか？第２次世界大戦後、主要国における憲法改正はアメリカで６回、フラン 

ス２７回、中国１０回、韓国９回、インドに至っては１０３回も改正が行われて 

いるそうです。主要国の多くはその時代や暮らしに合わせて憲法を変えているよ 

うです。その反面、日本では憲法改正が 1 度も行われていません。一番の要因は 

そもそも改正へのハードルが他国より高く硬性憲法と言われる憲法だからです。 

硬性とは硬い性質と書いて硬性です。反対にどんどん改正していこうという憲法 

は軟性憲法といいます。そしてもう一つの要因は、憲法改正における焦点が第 9 

条だったためだと考えられます。戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認、戦 

後一貫して、第 9 条が定める平和主義をめぐり、護憲派と改憲派が鋭く対立して 

きました。平和主義は日本国憲法の基本原理であり、国家の命運に関わる問題で 

す。諸外国の改憲は人権や権力の拘束強化の方向に進むものであるのに対して、 

第 9 条の改憲は、再軍備という、権力を増強する方向に向けたものです。改憲状 

況が諸外国と異なるのはそのためだと思われます。各国の憲法改正手続きには 

様々なバリエーションがあります。どのような方法が妥当かは時代により国によ 

り異なるでしょう。ただ、あまり硬性の度合いを強くしすぎると、変えにくくな 

ることで、かえって憲法を無視した政治が行われる事態を招くおそれが大きくな 

りますし、反対に、硬性の度合いを弱めると、憲法保障の機能が失われてしまう 

と言われています。 



 

 

もう一つ憲法改正の議論をする際に重要なこととして自衛隊の問題があります。 

では、そもそもなぜ自衛隊ができたのでしょうか？これは朝鮮戦争が契機になっ 

ているそうです。アメリカとソ連の冷戦が激化して日本の憲法改正から３年後、 

昭和２５年６月朝鮮戦争が勃発、ソ連と中国を味方につけた北朝鮮軍が韓国に侵 

攻してきて韓国を後押しするアメリカのマッカーサーは当時日本に駐留していた 

アメリカ軍を韓国に送り込んだのです。先に述べましたもともとの考えである国 

連の集団安全保障は機能しなくなっていたのです。これでは日本は誰も守ってく 

れなくなるので GHQ 指令のもと、警察予備隊を創設、それが保安隊となり、の 

ちに防衛庁を設置して陸海空自衛隊を発足させたという歴史があります。では自 

衛隊の仕事とは何でしょうか？これは国民を守ることです。先ずは災害支援、地 

震の多い日本で医療、給水、被災者の捜索・救助はテレビやネットでよく目にす 

る活動です。そして世界の脅威からも日本を守っています。令和３年領海侵犯に 

備えるスクランブル発進は１００４回を数え年々増える一方だそうです。複雑に 

なっていく国際社会において海外から見れば自衛隊は立派な軍隊に映るようです 

が、日本の領土や領海、領空が侵犯された時のみ自衛のための攻撃行為が許可さ 

れている組織であります。外国への攻撃行為は一切許可されていません。憲法改 

正を考えるときに自衛隊の扱いをどうするのか議論を深める必要があり大きな障 

壁となっているわけです。護憲派、改憲派とよく言われますが護憲派の意見の一 

部を紹介します。憲法９条とは、日本は戦争をしない、武力さえも持たないとい 

うことを明記したものだ。 軍事力を持たない唯一の平和主義国家であるからこ 

そ、今まで戦争になることはなかった。それが軍事力を持ち合わせ一般的な諸外 

国と同じになれば信頼性が失われるのではないか。自衛隊は憲法９条には明記さ 

れていないが、この自衛隊の存在はもはや世界が認めているものであり、少なく 

とも日本国民にとってその存在は容認されているものに違いない。ならばリスク 

を冒してまでこれを明記する必要もなく必ずしも憲法改正に踏み切る必要はない 

アジア各国などとの国際関係を損なうのではないかなどの意見もあります。 

 

改憲派の意見としましては 

日本を取り巻く安全保障環境の変化に対応するため必要だと思うからや 

自衛隊はいまや立派な国防組織であり、災害時にも絶対に必要な存在なので時代 

に合わせてこれをしっかりと憲法に明記すべき、いざ攻め込まれた時に自分たち 

の力で国を守るためにも国防組織を位置付けて自衛のために軍隊を持ちそれを強 

化することは絶対に必要なことである。このような意見があります。 

 

では、国民の意識はどうなのでしょうか？毎年 5 月 3 日の憲法記念日に世論調査 

が行われています。 



 

 

憲法改正の議論への関心があるかを聞いたところ非常に関心がある１６％、ある 

程度関心がある４９％、あまり関心がない２７％、全く関心がない７％という結 

果でした。今の憲法を改正する必要があると思うか聞いたところ改正する必要が 

あると思うが３５％、改正する必要はないと思うが１９％、どちらともいえな 

いが４２％という結果でした。これはロシアのウクライナ侵攻後、今年の結果で 

す。正直、憲法改正には関心はあるがどちらがよいか意見が割れているといった 

印象を受けました。皆さんはどのようにお考えでしょうか？ 

 

各政党は憲法改正をどのように考えているのでしょうか。 

まず、自由民主党 

結党以来 憲法の自主的改正 を党の使命としている。自民党はこれまでも憲法 

改正の必要性を主張してきた。優先的に検討すべき４項目として 自衛隊の明記、 

緊急事態対応、合区解消、教育充実に関する憲法改正の必要性を主張しています。 

→〇 ちなみに合区解消とは選挙での１票の格差是正のために導入された制度の 

事でこれを解消して選挙区を都道府県ベースに戻すことのようです。 

 

日本維新の会 

７０年前に施行されて以来改正されていない現行憲法を時代の変化に合わせて、 

具体的問題解決のために改正するとして 2016 年に教育無償化、統治機構改革、 

憲法裁判所の設置という３点に絞り込んだ憲法改正原案をすでにまとめています。 

→〇 

 

公明党 

現行憲法の国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義の 3 つの原理を高く評価 

し、今の日本をつくった素晴らしい憲法を守りながら、時代に合うように加憲し 

ていくという立場です。→〇 

 

国民民主党 

現行憲法の基本原理は堅持。「個人の尊厳（尊重）」を基本的価値とする近代立憲 

主義の根幹については、時代状況に対応しつつ、これを深化させていかなければ 

ならないとする立場です。要するに公明党と近い加憲という立場です。→〇 

 

立憲民主党 

憲法順守義務のある国会の側が改憲ありきで憲法審査会を開き、議論を進めよう 

としていることに懸念を示し、立憲主義がないがしろにされている現状に対して 

「立憲主義を守り回復させる」と主張しています。憲法を一切改定しないという 



 

 

立場ではなく、立憲主義に基づき権力を制約し、国民の権利の拡大に寄与すると 

の観点から、憲法に限らず、関連法も含め、国民にとって真に必要な改定がある 

ならば、積極的に議論、検討するという立場です。 

→×世論により△ 

 

日本共産党 

現在は、現行憲法の前文をふくむ全条項をまもり、とくに平和的民主的諸条項の 

完全実施をめざす立場です。日本国憲法は、憲法９条という世界で最もすすんだ 

恒久平和主義の条項をもち、３０条にわたるきわめて豊かで先駆的な人権規定が 

盛り込まれている。変えるべきは憲法でなく、憲法をないがしろにした政治であ 

ると主張しています。→× 

 

当然ながら改正内容にもまだまだ各政党開きがありますので一概にはいえません 

が、仮に今回の選挙結果を踏まえて国会議員で採決を採るとどうなるのでしょう 

か？参議院の改憲発議に必要な３分の２ライン１６６議席のうち１７７議席獲得、 

前回の衆議院選挙を踏まえて３分の２ライン３１０議席のうち３４６議席を改憲 

勢力が確保しているということになります。 

 

それでは具体的に憲法改正するにはどのような手順になっているのでしょうか。 

先ず発議です。発議とは国会議員が議案を議院に提出して審議を求めることです。 

衆議院では１００人以上、参議院では５０人以上の賛成で提出され、憲法審査会 

で審査されます。その後、国会に送られ衆議院で３分の２以上の賛成、参議院で 

も３分の２以上の賛成を得ると可決されます。この時点でいずれかクリアできな 

いと廃案となります。可決されると憲法改正案となり国会が憲法改正の発議を行 

います。発議があったときは国民投票広報協議会が設置され国民に対して憲法改 

善したいという旨を発表するそうです。次に国民投票運動、国民に憲法改正した 

方が良い理由などをメディアや現場に赴いて伝えます。この運動には様々な決ま 

りがあるそうです。期間は６０日間から１８０日間、投票期間２週間を切るとテ 

レビなどのメディアを使った意見広告などは禁止になるそうです。但し、言論の 

自由は保障されており憲法改正についての報道に規制もなく、新聞や雑誌など活 

字メディアに意見広告を載せるのも自由で賛成、反対資金力のある方に有利に働 

くおそれが指摘されています。 

そしてようやく国民投票となり国民の半分以上の賛成がないと原案は取り消しと 

なります。国民投票の半分以上というのはあくまでも有権者数の半分ではなく投 

票数の半分ということです。このように憲法改正には様々なハードルが存在して 

います。 



 

 

最後に、先日の参議院議員選挙で勝利した岸田政権は衆議院を解散しない限り３ 

年間、国政選挙をしなくてもよい、いわゆる黄金の３年を手にしたと言われてお 

ります。内閣支持率も下がっており他にも大きな課題が山積しているのですが、 

このタイミングで憲法改正の話が急に降ってわいてくる可能性もあると思われま 

す。日本が今まで一度も経験したことのない憲法改正が現実に行われるとしても 

他人の意見に惑わされないようしっかり考えておきたいものです。私自身も今回 

少し大きなテーマとなり不安もありましたが、改めて色々調べてみることで勉強 

になりました。この国を憂う（うれう）機会になれば幸いです。ご清聴ありがと 

うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


