
                                                               

本日の例会（第１７７９回）     ５／１６（水） 
《青少年奉仕月間卓話》 

◆スピーカー 国際ロータリー第 2760 地区青少年奉仕委員会 

             委員長 岡田 雅隆様 

 

次回の例会（第１７８０回）     ５／２３（水） 
《地区委員会報告》 

◆スピーカー 国際ロータリー第 2760 地区国際奉仕委員会 

       委員 加島 光君 

 

第１７７８回例会記録      ５／９（水）曇 
◆司   会 平子 明資君 

◆斉   唱 国歌・君が代／RS・奉仕の理想 

◆ゲスト紹介 米山奨学生 ビラ マルフさん 

出 席 報 告 

会 員 数  ３５名  前々回訂正  1776 回例会 

欠席会員数  10 名  欠 席 会 員  5 名中 

出席会員数  25 名  MAKE UP  2 名 

出 席 率  71.43％  出席率訂正  89.66％ 

  

会  長  挨  拶 

 会長 加藤 あつこ 

皆さま こんにちは。5 月を迎

え 真夏日かと思えば、また 

寒さに逆戻りです。健康管理に

注意したいもいのです。さて、

５月は青少年奉仕月間です。 

本日は、平成 30 年度の国際ロ

ータリー米山奨学生をお迎えしています。 

5 月より 新たに 名北ＲＣに 仲間入りされます。お名前は、ビラ・

マルフさんです。後ほど スピーチと自己紹介していただきます。 

5 月 7 日には、ガバナー補佐 本多満様 主催の第 2 回 2760 地区 

東名古屋分区 懇談会が開催されました。2017～18 年度の 締めく

くり 及び 次期ガバナー補佐・分区幹事・副幹事・そして次期会長・

幹事への励ましの会でした。ガバナー補佐 本多様より 第 5 回ワール

ドフード ふれ愛フェスタ（ＷＦＦ）の成功・インターシティーミーテ

ィングの開催・桜の回廊プロジェクト植樹事業ヤマザクラ 30 本と 記

念碑の寄付 など 皆さまの協力のおかげとお礼を申されてみえました。

この会には、歴代ガバナー補佐の皆さまも ご臨席されてみえました。

名北ＲＣの大先輩、2000 年～01 ガバナー補佐の星川直志様、2010

年～11 年ガバナー補佐の遠藤友彦様 方も同席されました。 

お二人の長年の奉仕とご功績をはじめ、名北ロータリークラブを築いて

きてくださった歴代会長・理事、役員の諸先輩がたの ご尽力に心より 

感謝した次第です。ありがとうございました。少しでも 見習ってまい

りたいと思います。 

今日は何の日 

 1876 年：上野公園開園式 

 1929 年：トーキー映画初公開 

 1956 年：日本登山隊、マナスル登頂成功 

 1994 年：南アメリカで初の黒人政権・マンデラ大統領誕生 

 1869 年：明治 2 年 アイスクリームの日（1959 年） 

     日本で初めてアイスクリームが製造・販売された 

     初めて販売をしたのは横浜・馬車道通り。町田房蔵（あいす

くりん）。 

ちなみに、日本人で初めてアイスクリームを食べたのは、アメリカにて

勝海舟、福沢諭吉たちの一行だったそうです。 

本日は、盛りたくさんの内容の豊富な例会です。これにて 会長あいさ

つとさせて頂きます。 

 

幹 事 報 告 

１．本日は、当クラブでこの度お世話をする事になりました米山奨学生

のビラ マルフさんがご出席されております。後程、ご挨拶を頂きます。 

２．会員 星川君が米山記念奨学会に多額の寄付をされました。米山記

念奨学会より、米山功労者の表彰状、記念品が届いておりますので、後

程、会長よりお渡ししていただきます。 

３．今年度の地区国際奉仕活動協力金として、お１人１，０００円をお

願いしております。ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。 

４．５月１日よりロータリー適用相場（ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ）が１ドル１０８円（４

月:１０４円）に変更された旨、国際ロータリー日本事務局より連絡が届

いておりましたのでお知らせ致します。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

米山功労者の認証状、記念品を受け取る星川 直志君 

 

2017-18年度 R.I.テーマ 

 

クラブテーマ 

愛 

～親睦・奉仕を通じて、     
ロータリーを楽しもう～ 

 

ロータリークラブ 

W e e k l y  R e p o r t
２０１７～２０１８年度 Ｎｏ．４０ 

例会日：毎週水曜日 １２：３０～１３：３０ 創立：昭和５６年３月４日 

例会場：ΛＰΛ HOTEL名古屋錦 中区錦三丁目 15-30 （052）953-5111 

事務局：名古屋市中区錦三丁目 15-30 ΛＰΛ HOTEL名古屋錦 560号室 

   （052）961-2399（直通） （052）953-5111 FAX（052）961-2391 

   E-mail : meihokrc@beach.ocn.ne.jp 

会 長：加藤 あつこ 幹 事：杉浦 定文 会報委員長：足立 陽一郎 題 字：遠藤 友彦 



ご挨拶 

米山奨学生 ビラ マルフさん 

 私の名前はビラマルフ

(BILLAH Maruf)です。

私はバングラデシュから

来ました。今、名古屋大

学国際開発研究科で博士

課程を勉強しています。

専門分野は国際刑事法と

国際刑事法です。 

私の研究題目：バングラデシュ国際犯罪法廷の法的・政治学的分析。 

背景：バングラデシュは近年、1971 年の戦争中に国際犯罪を犯した者

を処罰するため、国際犯罪法廷を導入した。バングラデシュ政府によっ

て設立された当法廷は、公正な裁判や適正な手続きについて国際的に認

められた適切な基準を満たしえていない。当法廷の法的・司法的権限は、

国内法および国際法によって疑問視されてきた。本研究は、被告人に対

して公正さを保障する国内および国際刑事法に焦点を当てて、当法廷の

法律上の複雑性と政治的な動機を分析する。 

重要性：国際刑事裁判所によれば、当法廷の前になされた審判手続きは

公正さの最低基準さえ満たしていないため、司法的プロセスと呼ぶに値

しない。当法廷はバングラデシュ憲法によって守られている被告人の基

本的な権利も侵害している。このことは、バングラデシュ政府は犠牲者

のための正義を望んでいるのか、それとも政敵を捕えたいのかという疑

問を引き起こした。本研究は、国際犯罪の訴追における被告人の公正な

裁判権と適正な手続きを保障するという点で重要である。 

研究終了後の計画：2019 年 3 月までに博士課程の研究を終えた後は，

母国に帰り，社会の発展のために貢献していきたい．バングラデシュは

人口過密の発展途上国の 1 つであり，私は，自分のコミュニティに対し

て大きな責任を負っている．日本はバングラデシュにとって公衆衛生や

教育面における最大のドナー国であるため，日本において国際的な知識

と教養を深めた後は，日本とバングラデシュのかけ橋となることができ

るように献身したい．最後に，ロータリー米山記念奨学会の学術者たち

の一員として，私は，国際親善の発展に努め，国際理解を通じて平和を

推進する才能ある若者を養成するという，貴会のミッションを実現する

ために最大の努力をしていきたい。 

最後に、私は、ロータリー米山記念財団の全会員に、この奨学金で

2018-2019 年度の私を選ぶことに心から感謝します。 

 

地区委員報告 

ＲＩ第 2760 地区職業奉仕委員会 委員 香田 研二君 

ロータリーの「職業奉仕について」 

職業奉仕とは、【ロータリーの原点】【ロータリー活動の根幹】【ロータ

リーの金看板】。ロータリー活動で重要なことであるが、分かりにくい。 

職業奉仕の考え方・・・他の四大奉仕は、「に対して」という言葉を入

れると説明がつく。クラブ奉仕→クラブ「に対して。社会奉仕→地域社

会「に対して」。国際奉仕→国際社会「に対して」。青少年奉仕→青少年

「に対して」。職業奉仕→自分の職業「に対して」ではなく自分の職業「を

営むうえで」。 

職業奉仕を考えるキーワード・・・「奉仕の心を持ってあなたの職業を

営みなさい」職業上の高い倫理基準→高潔な精神で仕事に取り組む。仕

事の中に「世のため、人のため」という奉仕の心が必要。 

ロータリーの目的・・・意義のある事業の基礎として、奉仕の理念を

奨励し、これを育むことにある。具体的には①知り合いを広めることに

よって奉仕の機会とすること②職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕

事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリ

アン各自の職業を高潔なものとすること③ロータリアン一人一人が、個

人として、また事業および社会生活において、日々、奉仕の理念を実践

すること。④奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通

じて、国際理解、親善、平和を推進すること。 

奉仕の理念とは・・・【奉仕の理念】＝【奉仕の心】＝【思いやりの心】、

【他人の立場を考え、他人のためになるように尽くすこと】、【奉仕の心

はロータリーの心】 

職業奉仕と倫理・・・すべての職業の基礎に「奉仕の理念」を捉え、

事業の実践に際し、常にそれに併せ遂行する→高い倫理性、高潔性が求

められる。ロータリーの活動の目的は、自らの職業を通じての倫理運動

である。 

四つのテスト(THE FOUR-WAY TEST)・・・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 

1932 年、ロータリアンのハーバード・テーラーが倒産寸前のクラブ・

アルミニューム社再建のために考え実践したスローガン。事業を繫栄に

導くための一つの基準。1954 年、RI 会長が版権を RI に寄贈。 

【各クラブへ依頼した 2016-17 年度の職業奉仕活動についてのア

ンケートについて、地区職業奉仕委員会からの見解・提案】 

職業奉仕月間での取り組みに、「職場例会」「例会卓話」「優良従業員表

彰」など様々な工夫と悩みがみうけられました。・職場例会として、施設

見学や懇親を目的とした例会になっていませんか？施設や職場を訪ねる

ことが目的ではなく、その企業の姿勢、社会的役割やビジョンを知るこ

とにより、ロータリーの原点である「職業奉仕」の理念を確認すること

が第一の目的ではないでしょうか？・勤続表彰として、消防署・警察な

どの永年勤続表彰を「職業奉仕」として扱うクラブもありました。ただ

単に表彰することが目的となっていませんか。その方が何故表彰される

のかを職業奉仕の観点から明らかにして、会員に理解して頂くべきでは

ないでしょうか？・１月は「職業奉仕月間」であることを重視し、会員

全員で「職業奉仕」を深く考えるのもいいではないでしょうか？社会、

国際、青少年奉仕と職業奉仕との違いをクラブメンバー同士で語り合っ

ては如何でしょうか？ 

 

誕 生 日 
5/ 2 斉藤 裕也君     5/ １０ 塚本 隆君              

5/21 木村  雅一君     5/18 松岡  三明君ご夫人 

結 婚 記 念 日 
5/ 3 加藤  昌之君      5/ 5 石黒    勉君            

５/ 5  梶川  久雄君    5/19 近藤   朗君 

 

 二 コ ボ ッ ク ス 

尾関 正一君 おかげ様、快腸です。 

石黒 勉君 結婚記念日を祝って頂いて、ありがとうございます。 

梅村 美知容さん 梅の実がたくさんなりました。 

宇都木 寧君 ４月５日、雪山に行ってきました。マイナス１５℃はきびし

かったです。 

【米山奨学生 ビラ・マルフさん、今日からよろしくお願い致します。会員

一同、心よりウェルカム歓迎致します。】 

加藤あつこさん 

梅田  渉君 

木村 雅一君 

杉浦 定文君 

香田 研二君 

玉置 正樹君 

 

塚本  隆君 

柴山  利彌君 

西脇 多吉君 

小關 敏光君 

星川 直志君 

梅村  篤君 

平子 明資君 

尾關實津成君 

石黒  勉君 

西脇 良一君 

岩田  滿治君 

 

祖父江佳乃さん 

足立陽一郎君 

阿部 美男君 

渡邉  泰彬君 

入江由希子さん 

 


