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第２８３０地区 青森北東ロータリークラブ会報 

K.R.“ラビ”ラビンドラン〈2015~2016 年度会長〉  
 

第 2830 地区ガバナー 鈴木唯司 

 

□会長：加藤 彰 □副会長：本間義悦 □幹事：寺田 誠 □広報：遠間善弘 

□例会日：毎週水曜日 PM12：30～PM13:30 □例会場：ホテル青森 □事務局：青森市堤町 1-1-23 ホテル青森内 ℡017-735-2060   

Be a gift to the world 世界へのプレゼントになろう 

第 2435 回例会（2016.6.22） №46 

 

 

●ＲＩのテーマ唱和 

●点  鐘 

●四つのテスト唱和  

●ロータリーソング 奉仕の理想 

●ビジター紹介（敬称略） 

 

 

 

 

 

  

小樽南ＲＣ 小林英夫 

●誕生日祝 

 相馬敏行会員（１９６１年６月２０日生） 

●会長の時間・会務報告   

〇「憲法について」の要約 

最後の会長の時間となりました。30回もお 

話をする機会を戴きまして、ありがとうござい

ました。今日は、憲法の話をしたいと思います。

参議院選挙が公示になりましたが、あまり憲法

の話がされません。憲法は 11章 103条からでき

ており、私も再度勉強しようと思いまして、憲

法に関する本を２冊読みましたので、ご紹介い

たします。池上彰著「超訳日本国憲法」、小林節

著「憲法改正の覚悟はあるか」です。東奥日報

にも紹介された本です。改めて勉強してみると、

意外と解っているようで、解らない事が沢山あ

ります。健全な保守を自認する私は、「護憲的改

憲論者」ですが、護憲論者の妻と晩酌時に時々

議論したりしますけれど、結局は物別れになっ

てしまいます。憲法論議は改憲 VS護憲に分かれ

ての、単純な白か黒かの論争ではないと思いま

す。しっかりとした議論が必要と思います。国

際情勢・社会情勢の変化に伴い、十分な議論を

した上で、改正するべきところは改正する事が

必要だと思います。憲法の解釈に関しては、一

内閣の閣議決定で、変更できるものとは思いま

せん。立憲主義における憲法はもっと厳格なも
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のでなければならないと思います。もっと、真

正面から、しっかりとした憲法論議をしていか

なければならないと思います。その為にも、私

たちは憲法に関して勉強をし直して、問題点を

より深く理解しなければならないと思います。 

2013年 12月に 80歳の傘寿を迎えられた天皇 

陛下は、誕生日に当たっての記者会見で、「特に

印象に残っている出来事をお聞かせ下さい」と

の質問に、「やはり最も印象に残っている出来事

は先の戦争の事です」とお答えになり、お話の

中で憲法の事に触れて、次のようにお話になり

ました。「戦後、連合国軍の占領下にあった日本

は、平和と民主主義を守るべき大切なものとし

て日本国憲法を作り、様々な改革を行って、今

日の日本を築きました。戦争で荒廃した国土を

立て直し、かつ、改善していくために当時の我

が国の人々の払った努力に対し、深い感謝の気

持ちを抱いています。また、当時の知日派の米

国人の協力も忘れてはならないことと思います。

日本国憲法を「平和と民主主義を守るべき大切

なもの」とお話されたのです。我々も、今一度、 

日本国憲法についてしっかりと再勉強し直 

さなければなりません。 

●幹事報告 

・青少年育成青森県民会議より「平成 28年度総 

会資料」､「50周年記念大会について」(回覧） 

●会員総数 ３６名 内免除申請会員３名 

●本日の出席率 ３３名中２１名 63.64％ 

●6月 8日確定率 ３３名中２６名 78.79％ 

●メークアップ      

 ６月１６日 齊藤幸悦 蒔苗亜希子 鳴海孝仁 

（三ＲＣ新･旧会長･幹事会） 

 ６月１７日 加藤 彰 鳴海孝仁 

（青森モーニングＲＣ） 

６月１７日 加藤 彰 鳴海孝仁 

（青森東ＲＣ） 

 ６月２０日 三上 巽 村上秀一 相馬敏行 

（青森中央ＲＣ） 

●委員会報告  なし 

●卓  話 

「ロータリーの心と原点より 

ロータリー基本精神からの考察」 

港 卓郎会員 

 

 

 

 

 

 

いつも笑顔で  ニコニコＢＯＸ(敬称略) 

 

・港卓郎会員、本日の卓話ご苦労様です。 

・相馬敏行会員、誕生日おめでとうございます。 

・６月１６日（木）三ＲＣ新・旧会長・幹事会 

へ出席された方々、ご苦労様でした。 

・６月２３日（木）三ＲＣ新会長・幹事会へ出 

席される方々、ご苦労様です。 

出席いただいた皆さんより頂きました 

・誕生日祝いありがとうございます。７６歳と 

 なりました。          今川愃司 

・誕生日祝い大変ありがとうございました。４ 

 ５歳となりました。       笹岡利成



 

 - 4939 - 

  

うとう会平成２８年６月月例成績表 

６月１６日（木）びわの平ＣＣ （参加者）１７名 （天候）曇時々小雨 

 

順 位  氏   名  OUT  IN  GROSE  H.D  NET  新 H.D 

 優 勝  小野 泰幹   43  40    83   15   68    9 

 準優勝  藤本 胤尚   52  39     91   18   73   16 

 １ 位  山田 泰仙   50  49     99   23   76      （ドラコン賞） 

 ２ 位  成田 俊幸   47  48     95   18   77       上野 小野 

 ３ 位  木立 知孝   45  46     91   14   77 

      久慈 有子   48  51    99   21    78      （ニアピン賞）  

      上野 浩之   41  46    87    9   78       上野 藤本 

      佐藤  昇   48  49     97   18   79       佐藤 山田 

      榊原 静則   50  47    97   18   79 

      加藤  彰   47  48    95   15   80      （オンニアピン賞） 

      中村  治   60  52   112   30   82       寺田 山田 

      工藤 英世   48  46    94   11   83      

      福地 孝典   47    49       96     11     85 

      佐々木彣造   61    54      115     28     87 

      加藤 知宏   49    59      108     17     91 

Ｂ・Ｂ  助重 久美   71  75   146   51   95 

 Ｂ・Ｍ  寺田  誠   59  57   116   18   98

 


