第1241回例会 2017年2月1日 №1211号

会長時間
会長

賀谷 俊幸

皆さんこんにちは！！
今日から２月の始まりです。
２月になるといつも思っていたのですが、後２か月残して今年度の決算の見
通しが立ってくるころで業績についてああでもないこうでもないと色々と考え
をめぐらしていました。
皆さまのところでは今年度どうですか？
ただし来年度の様子は少し違うようです。それはもちろんトランプ・アメリカ大統領のことです。大統領就任以来
次々と大統領令出して強引に社会のルールを変更し全世界からのアツレキを生んでいます。移民の問題、メ
キシコ壁の問題はさることながら色々な経済政策を打ち上げることで一時的に株は上がりましたが自由貿易を
否定し赤字国からの輸入に高額の関税をかけるなどと言っており、これを極端に実行すると来年は物価上昇
から景気上昇ではなく景気減速を招き世界的な経済不況が襲ってきます。日本でもこの影響で株安、円高を
招き大きな影響を受けます。かなり身構えないとないといけないかもしれません。
最悪の世界指導者のような気がします。
来年度は耐える年になるのでその対策が必要です。
皆さんの考えはどうですか。
以上会長時間を終わります。

今回の例会（２月８日）

幹事報告 （山田和弘）
■例会変更

会員卓話

木下 健二 会員
次回の例会（２月１５日）

・ 広島廿日市ＲＣ 「職場訪問例会」
【と き】 ２月１３日(月) １２：３０～ [※同日変更]
【ところ】 広島ガス㈱ 廿日市工場
■お知らせ

・ 前回の例会にてBOX配布しております広島14ロータリーク

会員卓話

竹内 真一 会員

ラブ合同懇親ゴルフの出欠を回覧にてご回答下さい。
出席の方は必ずハンディもご記入下さい。
■BOX配布

出席報告

来客者紹介

（例会運営委員会）

（親睦家族委員会）

2月1日(水)出席者
会員総数
51名
出席会員
41名
欠席会員
10名
ご来賓
0名
ご来客
3名
ゲスト
1名

2月1日(水)出席者
広島ＲＣ
1名
広島西ＲＣ
1名
広島中央ＲＣ
1名

・ ロータリーの友（２月号）とガバナー月信を配布しておりま
す。

・ 確定申告用領収証(財団・米山）を配布しておりますので、
ご確認下さい。

・ 抜粋のつづりを配布しております。

【例会】 毎週水曜日(12:30～13:30) ／ リーガロイヤルホテル広島（広島市中区基町6-78） ／ 082-502-1121
【会長】賀谷 俊幸
【幹事】山田 和弘

【事務所】広島市中区基町6-78 リーガロイヤルホテル広島13F
【ホームページ】http://www.ryohoku-rc.jp/

【TEL】082-221-4894
【FAX】082-221-4870
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トランプ新アメリカ大統領と集団的自衛権と日本国憲法改正
今枝 仁

会員

＜トランプ大統領誕生について＞
◎９１１ショックから１１９ショック
ジュリア―ノ・ニューヨーク元市長の支援 ／ 割れ窓理論でニューヨークを
犯罪の町から安全の町へ ／ ２００１年９月１１日 アメリカ同時多発テロに
対応 ／ トランプ支持を表明 ブレーンに ／ 国務長官の最有力候補と言
われたが，最終的に辞退 ／ マスコミはこぞってヒラリー・クリントン支持だっ
た
●ヒラリーのメールスキャンダルが最後にモノを言った？
法律に違反し，自宅に設置した個人のメールサーバを使って仕事のメールをした ／ 平成２４年９月にリビ
アの米大使館が武装集団に襲撃されて大使以下が死亡した「ベンガジ事件」に関する新しい証拠が含まれ
ている？ ／ 殺害されたクリス・スティーブンス米リビア大使はヒラリー直属の外交官でありCIA特殊部隊の責
任者，前年のリビアの独裁者カダフィ殺しの直接指揮をした ／ ヒラリーはカダフィが殺害される２日前にリビ
アの首都トリボリに到着している ／ ヒラリーは暗殺部隊と一緒の写真に納まっている ／ この暗殺部隊はア
フガニスタン人であり，母国に到着する前に輸送機ごと爆殺された ／ カダフィ殺害と暗殺部隊の暗殺これ
がヒラリーによる謀略と疑われている ／ ヒラリーが大統領になったら戦争をやると考えた米国人は多い
平成２７年６月１６日
大統領選出馬表明 メキシコとの国境に壁を作ると宣言
平成２８年３月２６日
「日米安保条約は片務的な取決めだ。米国が攻撃されても日本は米国の防衛に来る必要がない。米国
には巨額の資金を日本と韓国の防衛に費やす余裕はもうない」 「日本は米軍駐留費をもっと負担すべき
だ。日本の駐留軍を撤退させてもいい」 「日本と韓国が核兵器を保有するという選択肢もある」
平成２８年５月１８日
ヘンリー・キッシンジャーに面談 米中国交回復の立役者 ニクソンショック ／ 長女イヴァンカ，その夫ク
シュナー同行
●同年１１月８日投票，９日未明に当選が判明する
株価が急落（円は上がる），その後上昇（円安）する ／ 日経平均株価３万円に至るとも言われている ／ ロ
シアのプーチン大統領声明「米ロ関係の改善に期待する。但し容易ではない」
同月１８日
さっそく安倍総理が面談 ／ 同席者に，長女イヴァンカ，その夫ジャレッド・クシュナー氏 ／ 同氏の父は
ユダヤ人社会のボス，チャールズ・クシュナー ／ イヴァンカもユダヤ教に改宗
同年１２月２日
台湾の蔡英文総統と電話で会談した。アメリカの大統領や次期大統領が台湾総統と電話会談したのは，
１９７９年の米台国交断交して，米中国交正常化以来，初めて ／ 「１つの中国にこだわる必要はない」中
国は猛反発 ／ ウクライナから購入したポンコツ空母「遼寧」を台湾一周させて威嚇した ／ 平成２７年の
中国の対米輸出額は約４５兆円，輸入は約１６兆円 ／ トランプは中国を「為替偽装国」呼ばわり
平成２１年１月１７日
在イスラエルの米大使館をテル・アビブ・ヤフォからエルサレムへ移転すると発表 ／ エルサレムは国連
決議に反してイスラエルが実効支配 ／ 他国は，国連決議に配慮してエルサレムに在イスラエル大使館
を置かない
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同月２０日
オバマ前大統領の政権が進めた医療保険制度改革（通称オバマケア）の撤廃に向けた大統領令に署
名。各省庁に現行制度による経済的負担を軽減するよう指示するためのものとしている。「厚生長官が議
会で承認され次第，代替案を提案する」としている。
同月２３日
環太平洋経済連携協定（TPP）から離脱する大統領令に署名
同月２５日
公約に挙げていたメキシコとの国境に移民侵入を妨害する壁を建立する大統領令に署名
同月２７日
難民や「テロ懸念国」の市民の入国を制限する大統領令に署名 ／ シリア，イラク，イラン，イエメン，リビ
ア，ソマリア，スーダンの出身者の入国を９０日間停止し，全ての国からの難民受け入れを１２０日間停止
するという内容 ／ ＩＴ関連企業等から激しい反発が起きている
●大統領令の効力とは？
アメリカは完全な三権分立 日本の内閣のように行政権が議会法案提出をしない ／ その代わり議会の
承認が要らない大統領令を発布できる ／ 議会はこれを否定する法律を制定することで対抗できる ／
連邦最高裁判所で違憲判決を出すことで否定することもできる
同月３０日
イェーツ司法官代行を解任 ／ 難民・移民の入国を制限する大統領令を擁護しないよう司法省弁護士に
指示したから ／ 後任に，バージニア州東地区ダナ・ボエンテ検事を指名した。 ／ ホワイトハウスは，
イェーツ氏が「米国市民を守るための法令執行を拒否し，司法省を裏切った」と非難。「同氏の言動は政
治的なものであり，さらに，イェーツ氏は国境警備に弱腰で不法移民問題にも非常に疎かったオバマ前
大統領に指名された」とも述べた。 ／ ボエンテ氏は，大統領令を執行すると述べた。 ／ 米国では司法
省幹部が公式に解任された例は数件しかない。 ／ 最も有名なケースは，ウォーターゲート事件の捜査
で当時のニクソン大統領に特別検察官解任を命じられたがこれを拒否し，１９７３年に解任されたエリオッ
ト・リチャードソン氏の例がある。
＜砂川判決＞
◎東京地裁判決
安保条約によって「わが国が自国と直接関係のない武力紛争の渦中に巻き込まれる虞があ」るとして，在日
米国駐留軍は憲法９条２項の「戦力」に該当し違憲であるとした（東京地判和34.3.30）
◎検察庁が跳躍上告（刑訴法254，255条）
法令・命令・処分が憲法違反の場合，高裁を飛ばして最高裁へ上告 ／ アメリカの強い圧力があったと言わ
れている ／ アメリカの公文書公開により，マッカーサー在日大使が田中最高裁長官に連絡を取り，その結
果を本国に報告していることが分かった。 ／ 北方領土２島返還合意が成立しかけたときにダレス国務長官
が「日本がソ連と２島返還で合意するなら米国は小笠原と沖縄を返さない」に近い恫喝的な圧力が加えられ
たと推測される。「駐留米軍を引き上げる」？
◎最高裁判決のポイント（最判昭和34.12.16）地裁判決のわずか9か月後
(1)憲法は固有の自衛権を否定していない（国家の自然権）
(2)国の存立を全うするために必要な措置をとることを憲法は禁じていない
(3)憲法９条で保持を禁止している「戦力」とは，「わが国がその主体となってこれに指揮権，管理権を行使し
得る戦力をいうものであり，結局わが国自体の戦力を指し，外国の軍隊は，たとえそれがわが国駐留する
としても，ここにいう戦力には該当しない」とした
(4)だから日本を守る駐留米軍は違憲ではない
(5)安保条約のような高度な政治性をもつ案件は裁判所の判断になじまない（統治行為論）
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●安保法制の議論のとき，「集団的自衛権を認めた判決」とされたが誤り
●この判決が認めたのは，「個別的自衛権」
●在日米軍の駐留やその根拠となる日米安保条約は憲法９条審査の対象外
この最高裁判決の後，当時の岸信介首相は，集団的自衛権の行使について「自国と密接な関係にある他
国が侵略された場合，自国が侵害されたと同じような立場から他国に出かけて防衛することは，憲法におい
てできないことは当然」と述べている（昭和３５年２月１０日参院本会議議事録）
＜安倍内閣は＞
平成２６年７月１日 国家安全保障会議で集団的自衛権行使を可能とする旨閣議決定した
平成２７年５月１４日 安保関連法案を閣議決定
●これまでの個別的自衛権の三要件
(1)我が国に対する急迫不正の侵害があること
(2)これを排除するために他の適当な手段がないこと
(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
◎新三要件
(1)我が国，または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し，これにいより我が国の存立
が脅かされ，国民の生命，自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
(2)これを排除し，我が国存立を全うし，国民を守るために他に適当な手段がないこと
(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
平成２８年３月２９日 安保関連法施行
「駆けつけ警護」「邦人救出のための武器使用」の訓令も検討開始
＜集団的自衛権とは＞
●国際連合憲章５１条により，国際連合加盟国に認められた権利
国連安保理決議までは，各国が個別的自衛権を行使したり，グループで集団的自衛権を行使することを妨
げない
例：北大西洋条約機構（NATO），ワルシャワ条約機構 ／ 湾岸戦争の多国籍軍，国連軍，イラク戦争の有
志軍 ／ 日米安保条約は片務的な条約であり，通常の集団的自衛権と大きく異なる ／ 集団的自衛権と
言っていいのかどうかも疑問
＜日米安保条約とは＞
●５条と６条でセットである
●５条 「日本国の施政の下にある領域」における，いずれか一方に対する武力攻撃が，「自国の平和及び安
全を危うくするものであること」を認め「自国の憲法上の規定及び手続き従って」共通の危険に対処する
アメリカの議会が否決したら日本を守ることができない ／ その結果は国連安保理に報告しなければならな
い ／ 「日本国の施政の下にある領域」だから，尖閣諸島が入るのは当たり前 ／ 領土かどうかは関係ない
／ ヒラリー・クリントンが国務長官の時代に「尖閣諸島は日米安保条約の対象」と述べたことで親米保守が
喜んだが，日本が実効支配しているのだから当たり前のことである
●６条 日本国の安全，極東における国際の平和の維持に寄与するため，米国は，陸軍，空軍，海軍が，日
本国において，施設及び区域を使用できる。
日米地位協定で補強 ／ １９７８金丸信防衛長官「思いやりというものがあってもいい・・」（思いやり予算）で
さらに増額 ／ 平成２８年駐留米軍費の日本の負担額は約７６００億円，全額約１兆円の約７５％ ／ （正式
な統計は平成１６年から出ていない） ／ ドイツや韓国は，３０～４０％しか負担していない ／ しかし，ドイツ
と韓国は米国に対し武力による相互支援がある ／ NATOでは，共同武力行使のため，GDPの２％
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以上の防衛費が義務付けられている ／ もっとも，２％を満たしているのは，米国，ギリシャ，ポーランド，エ
ストニア，英国の２８か国中５か国のみ ／ 米国３．６％，フランス１．８％，ドイツ１．１％（日本０．９９％）
＜憲法９条改正＞が正解
第９条 日本国民は，正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し，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，永久に放棄する。
② 前項の目的を達するため，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。
◎自民党憲法改正草案
② 前項の規定は，自衛権の発動を妨げるものではない。
第９条の２ 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため，内閣総理大臣を最高指揮官と
する国防軍を保持する。
② 国防軍は，前項の規定による任務を遂行する際は，法律の定めるところにより，国会の承認その他の統
制に服する。
③ 国防軍は，第１項に規定する任務を遂行するための活動のほか，法律の定めるところにより，国際社会
の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し，又は国民の生
命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
●第９条①については，「国際紛争を解決する手段としては」が侵略戦争を意味すると解されており，１９２８年
パリ不戦条約で一応侵略戦争を禁止しているので，あまり大きな意義はない
◎勝てば自衛戦争，負ければ侵略戦争となるのが東京裁判史観 しかし結果オーライは×
◎７０年間戦争にならなかったのは，９条のお陰ででなく，自衛隊と日米安保条約のお陰
●「国防軍」の名称以外はオッケー…「自衛軍」では防衛のための先制攻撃もできなさそう？
●国連平和維持活動（PKO），国連軍（PKF）への参加等の国際貢献を根拠付ける
◎国連安保理決議を必要とする立場もあるが，急迫の場合に窮屈か
◎国連安保理改革で，日本は非核保有国として常任理事国入りし，敵国条項を削除したい
湾岸戦争で経済支援しかせずイラクに感謝されなかったトラウマがある ／ 自衛隊がアフリカで汗をかき
血を流す覚悟で働いていることと無縁ではない
＜広島人としては核兵器なき世界平和を目指したい＞
●オバマ広島訪問と安倍首相の真珠湾訪問をバーターにして水に流してはならない
「相互理解と寛容」は，お互いの被害の正しい理解に基づくのではないか
●但し「南京大虐殺」３０万人殺害は史実でない cfアパホテル問題
南京の人口は２１万人で，直後も結構いたことが分かっている 戦争法規を破った「便衣兵」のため２～３万
人は戦闘に巻き込まれ死亡したかもしれない
◎靖国神社公式参拝 中韓に文句言われる筋合いない，８月１５日に行くのはいかがなものか
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米山奨学生奨学金

広島安佐ＲＣ新事務局員紹介

賀谷会長より米山奨学生ファイサル君へ２月奨学

広島安佐ＲＣの占部事務局員が退職する事となり、

金をお渡し致しました。

後任の國田綾事務局員の紹介が賀谷会長よりあり
ました。

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：SMILE BOX
古谷幸一 会員

竹内真一 会員

お早うございます。宮島１日参りに行き、おみくじを引きまし
た。本日は大吉でした。久しぶりなのでニコニコ致します。

1/29の３ＲＣ合同コンペで優勝されて頂きました。スコアは８３
でベスグロも頂きました。当日はあいにくの雨でとても寒かった
ですが、メンバーや参加者に恵まれ、楽しいコンペでした。あ
有り難うございました。

山田和弘 会員
長男と長女がそれぞれ結婚しました。二人のそれぞれの新し
い門出に父親として幸多かれ祈ります。

村上知史 会員
1/28、1/29で行いました３ＲＣゴルフコンペに多数ご参加頂き
まして誠にありがとうございますした。ゴルフはあいにくの雨と
なりましたがお陰様で大変盛り上がった２日間となりました。

当日計

33,536円

累計

630,536円

