
第 1372 回例会 平成 27 年 11 月 11 日(水) 

＜＜本日のプログラム＞＞ 

1.点      鐘   

2.ロータリーソング「我らの生業」 

 ※４つのテスト唱和                 

3.会長の挨拶     

4.幹事報告      5.出席報告 

6.ハッピーBOX 披露 

7.委員会報告～ 

＊親睦委員会～♪11 月のセレモニー♪ 

＊１１/7 （土）ＩＭ参加者より報告 

8.会員卓話  「梶田 與之助君」  

9.ＳＡＡより次週の案内 

 11 月 18 日＝会員卓話「中武 幹雄君」 

  ※会場は 42 階です 

10.点    鐘 

第 1371 回例会記録 平成 27 年 11 月 4 日（水） 

■会長の時間        会長 日高邦孝君 

皆さん今日は、本日のビ

ジター紹介を致します。

宮崎西クラブの尾崎哲

夫君です。後ほど 15 分

ほどお時間を取ってお

りますのでお話をお願

い致します。 

今週の土曜日は西都ＲＣホストによる中部分区のＩ

Ｍが西都のウェディングパレス敷島さんで 1：30～開

催されます。17 名の参加と懇親会には 6 名の参加で

登録しておりますのでそれぞれ乗り合わせられて当

日は参加お願い致します。本日は卓話の原田君がどう

しても・・・と言う事でプログラムの変更があります。

私も特に用意しておりませんでしたが昨日たまたま

観たテレビ番組「優しい人なら解ける・・」の話をさ

せていただきます。知っていそうで知らない事柄が出

ており面白いなと思いました、特に印象に残っている

内容だけを幾つかお話しします。工事現場等で使われ

る仕切りなどに使われている塀の 4つ角だけ透明の物

で作られているのは何故か？テッシュペーパーは何

故 1枚ではなく数枚で 1枚に作っているのか？印鑑の

実印には上下を作らないのは何故か？長崎には上り

坂専用の学生に優しい定期券があるのは何故か・・自

動販売機に現住所が記載されているのは何故か？等

どれも日本人ならではの細やかな気配りが理由でし

て、なるほど！と思うことばかりでした。たまにはテ

レビをゆっくり観るのも勉強になるな！と改めて思

いました。本日はこれで終わります。 

■幹事報告      幹事    ●林 厚雄君 

＜文書報告＞ 

＊ 訃報～大重勝弘ガ

バナーエレクト（指宿

ＲＣ）のご令室大重陽

子様が 10月 31 日にご

逝去されました。「ガバ

ナー補佐エレクトクラブとして生花送」 

＊ 2016－17 年度派遣学生選考会の連絡 

日時 2015 年 11 月 22 日（日）13：00～ 

場所 国際ロータリー地区事務所 

＊ 高鍋ＲＣ・西都ＲＣより～11 月の例会案内 

＊ 佐土原ＲＣ11 月の例会案内の変更事項＝4 日会員

卓話を 25 日 11 月のセレモニー11 日 

＊ 11 月 18 日（水）例会会場→42 階会場へ 

＊ 11 月 7 日土曜日ＩＭ参加者 17 名、懇親会参加者

6 名（会長日高君・幹事林君・太田君・大久保君・

ひばり野君・永野君） 

■ 本日のビジター紹介  

▲宮崎西ロータリークラ

ブ▲クラブ委員会 社会

奉仕▲職業分類＝執筆業

●尾崎 哲夫君 

 

 

■ 出席報告           ●籾田 直樹君 

会員数 26（１） 出席数 20 名 出席率 84.0％ 

免除会員 1 名 欠席数 6 名 メイク  １ 
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世界へのプレゼントに

なろう 

 



■ハッピーＢＯＸ披露     ●岩切 正司君 

＜ニコニコへ＞ 

● 大久保 貞子君～お疲れ様です。お陰様でお店が

11 月で 33 年目に入りました。これも皆様のお陰

だと思っております。（感謝・感謝です）これから

もどうぞよろしくお願い致します。 

＜財団へ＞ 

● 岩切 正司君～例会出席に励みましょう。 

■ ロータリー財団月間に寄せて  

ロータリー財団委員長●郡司武俊君 

当クラブでは 3年度続

けてロータリー「財団

地区補助金事業」の補

助を受けることが出

来ております。活動内

容につきましても随

時ガバナー月信やロータリーの友に掲載されるよう

に送っております。今年度の補助金事業は 2 月に予定

しております。ロータリーの友 11 月号の中でロータ

リー財団の役目としてＲＩ会長 K. R. ラビンドラン

氏はこの様に述べております。世界中で頻発するテロ

による被害について、「ロータリー平和フェローは、

ロータリー財団の支援を通じて、紛争予防・紛争解決

のエキスパートとなります。ロータリーでは、争いに

終止符を打つだけでなく、争いをくい止めるための方

法を見つけることを目標としています」と希望を繋い

でいます。そして、「私たちは暴力で暴力に立ち向か

うことはできません。教育、理解、そして平和という

武器をもって戦う時、私たちは真に『世界へのプレゼ

ント』となれるのです」と。 

話は変わりますが最近女房が日高会長の娘さんがや

っておられますエステに行っておりますが、その効果

の素晴らしさに驚いております！本当に肌がきれい

になりますので皆さんも是非行ってみてください。初

回の割引券が当医院の受付にも置いてありますので

本当にお薦めしたいと思いました。 

■ ショートＳＰ 

          宮崎西ＲＣ ●尾崎 哲夫君 

皆様こんにちは、1

階中国料理藍海のフ

ァンで、クラブの雰

囲気も非常に良いと

いう事も感じまして

第一例会に合わせて

本日 2 回目のメイク

に訪れました。また本日はたまたま卓話がないという

事で光栄にも急に話をさせて頂く事になりました。全

く準備がございませんが 15 分と言うお時間を頂きま

した。途中で切って頂いて構いませんのでどうぞよろ

しくお願い致します。私の専攻は法学概論、民法とか

特別な物ではなく法学全般を専門としておりました

が大学の需要の問題があって英語を専攻して来たと

いう経緯です。今日は最近気になって参りました、国

際法と言う言葉が「安保法案」等に絡んで飛び交って

おりますのでお話しさせて頂こうかと思いますが私

も専攻ではありませんので皆さんと分かち合いなが

ら分かりやすい言葉で話して参りたいと思います。先

ず位置づけから言いますと法律というのはある角度

からいいますと六法というのがあります。頂点に立つ

のが勿論憲法です。国際法と言うのは六法以外の特別

法になりますので極めて特殊な性格を持っておりま

す。この国で六法を分かっている人は 2 万人位いると

思いますが、国際法を分かっている人は 100 人以内だ

と思います。安保法案等でも国際法上は・・等と語ら

れていますが極めてインチキが多いと思います。民法

や破産法ですと知っている方はいるかと思いますが

国際法は先ほども申しましたが殆んど知る人はいま

せんので、メディア等を通して聞けばそうなのか

な？！！と思ってしまう方が非常に多いと思います。

日本は法治国家ですから私達はその規律の下にいま

すが世界には国際民法や国際憲法等は無いのです。で

すから国際法とは、あって無い様なもので、では実際

には何があるかといいますと、慣習・・今までそうだ

った・・等良識・・先にこの土地に初めて足を踏み入

れ旗を立てた等、また国と国とで結んだ協定、条約、

お約束等に基づいて決められる事が多いのです。続き

は又次回にお話しさせて頂きたいと思います。 

＜＜関連記載＞＞ 

国際法＝主として国家間の関係を規律する法のことで，国

際私法と区別するために「国際公法」ともいう。具体的に

は管轄権など国の権利，義務を主たる内容とするが，国際

関係の緊密化と人権保護要求の高まりのもとで国際法の規

律範囲も拡大し，現在ではさまざまな個人の権利・義務も

国際的な規律に服してきている。【戦時国際法】戦時にお

ける国際法の総称。交戦国相互間の関係を規定した交戦法

規と、交戦国と中立国との関係を規定した中立法規とがあ

る。戦時国際公法。「国際法」という言葉は、1873年に箕作麟

祥が「International Law」の訳語として考え出し、1881年の東

京大学学科改正により正式採用されたものである。それ以前の

幕末当時には、タウンゼント・ハリスが初代駐日公使となり、日

米修好通商条約締結を求めた際に国際法は「万国普通之法」

と訳されている。その後隣国清朝でヘンリー・ホイートン

の Elements of International Law が『万国公法』と訳される

とそれが国境を越えて流布し、以後しばらく中国や日本では「万

国公法」という訳語が「International Law」の訳語として使用さ

れた。他にも「列国交際法」、「宇内の公法」とも呼ばれていた。

また、「Law of Nations」は一応、「国際法」と訳される場合が多

いが、厳密には「諸国民の法」あるいは「諸国家の法」と訳すべ

きであろう。 

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。 
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