
                                                                                 

本日の例会（第１５４２回）  ４／２４（水） 

◆地区協議会報告を行います。 

次回の例会（第１５４３回）     ５／８（水） 

《出席奨励月間卓話》 

◆卓話紹介会員 出席委員会 委 員 長  北村 紀子さん 

◆スピーカー  出席委員会 副委員長  橫井  登君 

◆題    名 出席率の問題 

※5 月 1日(水)は休会（定款第 6条第 1節 C 項）になります。 

第１５４１回例会記録      ４／１７（水）曇 

◆司    会 伊藤 晋一君 

◆斉    唱 RS・それでこそロータリー 

◆ゲスト紹介   

北区子ども会育成連絡協議会 会長 鈴木 潤子様 

名古屋市北区役所 区民福祉部 民生子ども課長 瀧本 正樹様 

同、民生子ども課 子ども家庭支援担当  主査  中島 丈夫様 

同、民生子ども課 民生子ども係     主事  坂部 育也様 

梅村美知容さんゲスト  花田 一也様 

出 席 報 告 

会 員 数  37名  前々回訂正  1539 回例会 

欠席会員数  8名  欠 席 会 員  6名中 

出席会員数  29名  MAKE UP  6名 

出 席 率  78.38％  出席率訂正  100％ 

会  長  挨  拶 

会  長  小關  敏光 

みなさん、今日は。今日は、

法律についてお話します。 

 法律と一口に言いますが、一

番重要な法律は「憲法」です。 

 憲法は、我国の根本規範であり、「人権」と「統治機構」に

ついて定めてあります。 

「人権」というのは、人の権利のことで、誰もが侵してはなら

ない権利のことです。人は自由であり平等とされています。但

し、自由だからといって何をしてもよい訳ではなく「公共の福 

 

祉」に違反しない範囲で自由とされています。例えば、「表現

の自由」ということで、何を表現しても自由なのが原則ですが

「猥褻」に当たる表現は禁止されます。 

 一方、「統治機構」というのは、国が国民を統治する仕組の

ことです。我国では、国民主権を前提に、立法権を国会に、行

政権を内閣に、司法権を裁判所に与える三権分立を定めていま

す。 

 国家権力を三権に分けることによって専制政治ができない

ようにするとともに、三権が相互に監視、牽制することによっ

て、人権が侵されないようにしています。特に裁判所には、違

憲立法審査権が与えられており、憲法に違反する法律を違憲無

効とする権限があります。先回お話した、選挙の議員定数を定

めた公選法を違憲と判断したり、以前は「尊属殺人罪」を違憲

無効と判断した例等があります。 

 つまり、「憲法」は、人の権利を宣言してこれを尊重するこ

とを定めるとともに、国の統治機構を規定して、人権が侵され

ない制度を定めた規範のことです。 

 我国の憲法では、その他に、「天皇制」や「戦争放棄」等の

条項が含まれており、最近「憲法改正」論が声高に叫ばれてい

ますが、「第 9条」の改正を目指しているようです。 

 この「憲法」と刑罰を定めた「刑法」、私人間の権利関係を

定めた「民法」、商人のことを定めた「商法」、そして、刑事・

民事の各訴訟法が主要な法律で、これら 6つの法律を「六法」

といい、司法試験では、この「六法」を中心とした法律科目の

試験が行われています。 

 尚、第 2次大戦後、「憲法」と「刑事訴訟法」、民法のうち

「家族法」部分は全面的に改正されましたが、他の法律は、基

本的には明治時代に制定された法律が部分的に改正されて現

在に至っています。 

幹  事  報  告  

1.来る 5 月 19 日(日)、北区子ども会大会が開催されます。本

日は北区子ども会育成連絡協議会 会長 鈴木潤子様並びに

名古屋市北区役所 区民福祉部 民生子ども課長 瀧本正樹様、
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同 民生子ども課 子ども家庭支援担当主査 中島丈夫様、同 

民生子ども課 民生子ども係 主事 坂部育也様をお招きして

おります。後程、当クラブの社会奉仕活動事業の一環として

北区子ども会大会名古屋名北ロータリークラブ賞を会長よ

りお渡しして頂きます。 

2.去る 4 月 14 日(日)の地区協議会ご参加の皆様、大変お疲れ

様でした。 

3.次年度委員会事業計画及び予算書の締め切りは本日までとな

っております。未提出の方早急にご提出下さるようお願い致

します。 

友 の 会 報 告 

・国際ロータリー第 2760 地区 

  「第 3回フォト俳句展」参加希望締め切り期日延長ついて 

（カメラ同好会    古川 康司） 

－ 北区子ども会育成連絡協議会へ金一封贈呈 － 

 

地区協議会報告 

次期会長  宇都木 寧 

平成 25 年 4 月 14 日ウェス

ティンナゴヤキャッスルホテル

において開催されました国際ロ

ータリー第 2760地区協議会に

ついて報告させて戴きます。 

 当日パストカバナー19名を含む1500名近くのロータリア

ンが出席し、午前 10時 30分から昼休みをはさみ、午後 3時

まで開催されました。午前の部は全体会、午後からは七つの分

会に別れ、熱い討議がなされました。各分科会の報告を個別的

に行いますと時間が足りませんので、全体会とクラブ管理部門

における研修から見た各分科会のテーマについてお話します。 

ロン Ｄ．バートンＲＩ会長が率いる 2013－2014 年度の

ＲＩのテーマは「ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を」

です。 

ＲＩ会長によれば、 

「ロータリーの会員であることは、週一回例会に出席するよ

りも、ずっと大きな責任である。それは会員一人一人の周りの

世界を見ること、そしてその世界における自分の役割を見つけ

ること、地域社会の問題を自分自身の責任として受け止め、そ

れに基づいて行動し、イニシアチブを発揮し、最善の努力をす

ること。そして人として正しい道を歩むことを意味する」 

とのお話しです。 

奉仕をなすことは奉仕を受ける人のみではなく、奉仕を行う

人の人生もより豊かにするとの意味であると私は理解しまし

た。 

第 2760 地区の 2013～2014 年度田中正規ガバナーは、

全体会の講話の中で、ロータリーを真に実践し、ロータリーの

奉仕と価値観を日々生かす決意をすれば、自分がいかにすばら

しい影響をもたらすことができるかが見えてくると強調され

ました。そして方針として「～磨いて 輝こう～」をテーマに、

会員の意識向上・クラブのパワーアップ・地区の改革・会員増

強を強調事項とされています。会員増強は人的な力を強化する

ことです、そしてそれぞれのロータリアンが意識を高め、クラ

ブ全体がパワーアップし、地区を強化することができます。 

従来の職業奉仕・社会・国際奉仕の実践と強化のみならず、

財団の充実、青少年の育成、新世代奉仕活動、奨学事業等の人

材育成、おのおのが全て輪のように繋がり、人々の幸せと各ロ

ータリアンの豊かな人生の実現をもたらすものであると、当日

の会議により理解しました。 

ENGAGE ROTARY   CHANGE LIVES 

正にロータリアンとして自己研鑽であります。 

最後に次年度「ガバナー方針」を紹介し、報告とさせていた

だきます。   「ガバナー方針」 

～磨いて 輝こう～ 

・会員の意識向上 

・クラブのパワーアップ 

・地区の改革 

・会員増強           以上 

ニ コ ボ ッ ク ス 

花田 一也様（梅村美知容さんゲスト） 

本日はお招きいただきましてありがとう 

ございます。宜しくお願い致します。 

梅村美知容さん 本日、花田一也さんゲストに迎えました。 

ありがとうございます。 

【地区協議会、ご参加ご苦労様でした。】 

小關  敏光君 古川  康司君 尾關實津成君 岩田  滿治君 

尾関  正一君 渡邉  泰彬君 横井    登君 入江由希子さん 

藤原  研一君 加藤  昌之君 石黒    勉君 梅田    渉君 

柴山  利彌君 梶川  久雄君 柘植  勝介君 阿部  美男君 

足立陽一郎君 

木村  雅一君 

道家  泰之君 

加島    光君 

西脇  多吉君 

宇都木  寧君 

加藤あつこさん 

 

 


