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ロータリーソング  ｢われらの生業｣ 

来客紹介      ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 
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幹事報告 

委員会報告 
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卓話時間  『核廃絶に向けた 
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石神 輝雄 様  
 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

本日、卓話をいただきます石神輝雄さんには、「核廃絶に向けた平

和文化ｾﾝﾀｰの取組み」という演題でお話をいただきます。どうぞよ

ろしくお願い致します。 

７日には第５期ＲＬＩ-２７１０分科会研修ﾊﾟｰﾄⅢ＆卒後ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが当ﾎ

ﾃﾙで開催され、会長ｴﾚｸﾄの河本浩一さんと私が参加いたしました。

このＲＬＩとは、「ﾛｰﾀﾘｰ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ・研修」のことで、地区の主催で

行われるﾘｰﾀﾞｰ研修会のことでございます。６つの分科会で構成さ

れ、朝９時半から１７時半までしっかりと勉強させていただきました。

この研修会は５年続いておりますが、非常に意義ある会で、ﾛｰﾀﾘｰ

に対する理解が深まり、ｸﾗﾌﾞ内でのﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟを養う良い機会だと

感じました。私は、昨年度に終了予定でしでございましたが、最終回

に盲腸の手術で参加できず本年度まで繰り越しでの参加となり、無

事に終了証をいただきました。 

また、８日には我がｸﾗﾌﾞ主催の広島陵北・広島安佐との３ＲＣ合同ｺﾞ

ﾙﾌｺﾝﾍﾟが開催されました。詳しくは後ほど報告があると思います。 

そして、昨日は広島陵北ＲＣ創立２３周年記念例会に、久保幹事と一

緒に参加し、お祝いを申し上げてまいりました。現在４８名の会員が

おられ、会員増強にも意欲的でがんばっておられます。今後の御活

躍を祈ります。 

先ほど御挨拶をいただきました三宅信博会員が、お元気そうな姿で

例会に復帰されました。今後とも徐々にﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌをお楽しみいた

だきたいと思います。 

最後に先日お伺いしました、「広島いのちの電話」の林辰也理事長

から礼状が届いておりますので御報告申し上げます。 
 

 

 

*ﾛｰﾀﾘｰの友誌（ＢＯＸ配布） 

*新会員候補通知（ＢＯＸ配布） 

*会津の里にこらんしょ！プロジェクトチラシ（ＢＯＸ配布） 

このﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄは、福島第一原発事故の風評被害克服の一環として  

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2530地区で企画されました。ﾛｰﾀﾘｱﾝには友愛ｽﾎﾟｯﾄ

での特別ｻｰﾋﾞｽもあるそうです。興味のある方は受付にﾛｰﾀﾘｰﾏｯ

ﾌﾟも置いてありますので、お持ち帰りください。 
 

 

 

G６ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ｴﾚｸﾄに選ばれたこ

とを、謙虚に受け止め、その責任を

十分理解し、当北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの名

誉と伝統のために頑張ります。 

これからも、会員各位からの厚い支

援をお願いし、挨拶といたします。 

 

※９/２９に行われる第１回ＡＧ会議において委嘱状の受領を以って

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ｴﾚｸﾄとなります。 

 

■本日の例会    ２０１３年９月１９日（木）    第２１４９回 

ロータリーソング 「われら広島北ロータリー」 

来客紹介 ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告等 

ニコニコ箱 

卓話時間 『魅惑のフルート 

～初秋 名曲コンサート～』  

 フルート奏者 中矢九喜子 様 

前回例報告     ２０１３年９月１２日（木）  第２１４８回

永年出席表彰 

幹事報告                幹事   久保 豊年 

連続出席表彰 

会長時間                会長   庄子 佳良 

次年度Ｇ６ガバナー補佐挨拶 

９年  石川会員 

２０年  石田会員 

連続出席２０年の石田

平二会員にクラブより

記念品が贈られまし

た。 

健康に留意して出席

を続けて下さい。 
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今年の正月以来の例会出席です。 

復帰出来ました！ 

皆様よろしくお願いします。 

 

 

 

 

お帰りなさい！ 

 
 

 

 

会報ＩＴ委員会 増田会員 

*ﾛｰﾀﾘｰの友誌９月号紹介 

社会奉仕委員会 合田委員長 

*例会終了後、社会奉仕･青少年奉仕合同委員会開催 
 

 

 

ゴルフ同好会  下前会員・佐藤会員 

*９/８(日)広島陵北･広島安佐･広島北３ＲＣ合同ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ結果 

 優勝 井林孝二 会員（陵北） 

 ２位  木本 薫 会員（陵北） 

 ３位  丸本佳生 会員（北） 

*９月度例会結果 

 優勝 下前嘉彦 会員 

 ２位  水野  勝 会員 

 ベスグロ 下前会員・山内会員 

 

 

釣同好会  鈴木会員 

*１１月３０日（土）秋季例会開催 

野球同好会  中山会員 

*本日練習の案内 
 

 

 

【自主出宝】 

庄子会員･泉会員･久保(豊)会員･東会員・越智会員 石神様、

本日はありがとうございます。 

高原会員 石神輝雄様、再会できた喜びと本日の卓話を楽しみ

にしています。 

槇殿会員 三宅さん、ｽﾏｰﾄに不通になってお帰りなさい。治療

中にも関わらず元気な姿を現され嬉しいです。無理せずに例会

に顔を見せて下さい。 

神農会員 三宅さんの元気な顔を見られてうれしく思います。 

上田会員･下前会員･山内会員･小河会員･本田会員･山下(正)

会員 三宅さんお帰りなさい。 

下前会員 ９月の多打喜会で優勝が出来ました。 

水野会員 多打喜会２位入賞しました。 

山内会員 ９月多打喜会で下前さんと共にﾍﾞｽｸﾞﾛを頂きました。 

杉山会員◇◇ ｢男は８の倍数に･･･｣というＴＶｺﾏｰｼｬﾙがありま

すが、今月５６才になります。思い起こせば４０才、４８才で大手

術を経験しました。今年は健康第一で頑張ります。先日の多打

喜会でﾊﾝﾃﾞｨに恵まれ過ぎｱﾝﾀﾞｰを出してしまいました。 

石田会員 ２０年連続主席ありがとうございます。これからもよろ

しくお願い致します。 

高原会員◇ 福島東電第二原発の被災地が早急に復旧するこ

とを願い、２０２０年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開催決定を心より願っていま

す。 

山村会員 月刊誌ｳｴﾝﾃﾞｨに白内障の治療について寄稿させて

頂きましたので、出宝させて頂きます。 

粟屋会員 先日は妻の誕生日に美しい花を頂戴し、ありがとうご

ざいました。妻も大変喜んでいました。 

山坂会員 先週５日の例会を休んで、１泊３日でｭﾝﾍﾝに行きＢ

ＭＷ電気自動ｉ３に試乗して来ました。少し疲れました。 

庄子会員 先ほどは不本意ながらﾏﾅｰﾓｰﾄﾞにするのを忘れて

着信音が流れました。お詫びして出宝いたします。 
 

当日計 32,000 円（内、ｗｅｂ 5,000 円） 累計 516,000 円 

★=10,000 円 ☆=5,000 円 ◆=3,000 円 ◇=2,000 円 
 

 

 

『核廃絶に向けた広島平和文化センターの取り組み』 

 

公益財団法人広島平和文化センター広島国際会議場 

アシスタントマネージャー  石神 輝雄 様 

（０８-０９年度ﾛｰﾀﾘｰ財団国際親善奨学生） 

 

広島への原爆投下以来、核兵器の軍縮

は進んでおらず、残念ながら逆に拡散が

進んでいる状況です。では、このような核

兵器の現状に対して、私の専門の国際

法はどのように規制を試みているのかと

いうと、現在は残念ながら、核兵器を一

般的に禁止する条約はなく、ＮＰＴや非

核地帯条約等によって部分的に規律されるに留まっています。

ただ、核兵器の合法性が裁判所で争われた事例が２点あります

のでご紹介したいと思います。 

一つ目は、日本の国内裁判所の判例であり、下田判決と呼ばれ

ています。１９６３年に裁判所は、広島・長崎に対する核兵器の

使用は、 

１)無防守都市に対する無差別爆撃に該当する、 

２)不必要な苦痛を与える非人道的な害敵手段である、 

という２点から国際法違反であるとしました。この２点目の核兵器

の非人道的側面というのは、広島の訴えとも重なり、非常に重要

な点ですが、同判決以降も、核兵器が有する戦略上の利点から

看過されてきました。 

しかし、本年３月に開催されたオスロでの国際会議において、核

兵器の非人道性についてようやく国際的討議が行われ、あの日

から６８年が経過しようやく広島の思いが国際社会に届いたとも

いえるかもしれません。二つ目は、国際司法裁判所の勧告的意

見です。この事例は裁判判決ではなく、「勧告」にすぎないので

すが、世界法廷ともよばれる裁判所の法的意見として非常に重

要視されています。では、その国際司法裁判所がどのように判

断したかということですが、裁判所は、「核兵器の使用は国際人

道法上の諸原則に一般的に違反する」という一方で、「自衛の

極端な状況においては、結論を下すことができない」としました。

つまり、裁判所はわからないという回答を行ったのです。残念な

がら、ここまでが現在の国際法の限界ということでした。ですが、

まさにこのような状況であるからこそ、広島平和文化センターの

核廃絶へ向けた取組みの意味があるのだと思います。 

核廃絶へ向けた広島平和文化センターの取組みは、大きく分け

て、二つに分けることができます。それは、過去を記録する取組

ニコニコ箱                   ニコニコ委員会 

プログラム時間 委員会報告 

同好会報告 

三宅信博会員挨拶 
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みと、核兵器のない未来を創造するための取組みです。第一の

過去の記録については、被爆の実相を後世に引き継ぐ事業で

あり、被爆体験継承事業として平和記念資料館が担っています。

資料館は学芸課と啓発課に分かれており、学芸課が収蔵資料

の管理や展示更新について、そして啓発課が被爆体験講和や

原爆展の実施といった事業を行っています。 

そして第二の核兵器のない未来の創造については、核兵器禁

止条約の締結を目指し、平和連帯推進課という部署が各種事

業を展開しています。この部署は平和首長会議というＮＧＯの事

務局を務めており、実際に核戦争が起こった場合に被害を受け

るのは各都市であるという発想から、国家という垣根を超えて核 

兵器廃絶のための行動をとることを、世界各都市に呼びかけて

います。この平和首長会議には現在までに５,７３６都市が加盟し

ており、核兵器禁止条約の締結を各国政府へ呼びかけ、２０２０

年までに核兵器を廃絶することを目標としています。 

このような取組みを平和文化センターが展開する一方で、核廃

絶へ向けた道程は未だ厳しい状況が続いています。しかし近年、

市民社会からの強い要請により、対人地雷とクラスター爆弾を禁

止する条約が締結されるという画期的状況が起こりました。ロー

タリーの目的の一つには、「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」が挙げられていると思います。このロータリーの皆様の力は

必ず核兵器の廃止という分野においても、強い原動力になると

思っております。 

 

 

 

 

■２０１５－１６年度ＲＩ会長ノミニー選出 

 

コロンボ・ロータリークラブ（スリラン

カ）の会員、K.R. "ラビ" ラビンドラ

ン氏が、指名委員会により２０１５-

１６年度国際ロータリー会長ノミニ

ーに選出されました。１０月１日ま

でに対抗候補者が出ない限り、ラ

ビンドラン氏が会長ノミニーとなりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

１９０５年 ：２月２３日、ポール･ハリス他３ 名（シルベスター･シ

ール、ハイラム･ショーレー、ガスターバス･ローア）が

シカゴ･ロータリークラブを設立（ロータリーの創立）（１ 

業種１人の原則）初代会長シルベスター･シール。ロ

ータリーソングの習慣始まる（ハリー･ラグルス） 

１９０６年 ：シカゴ･クラブ定款制定 (定款第２条「綱領」に２項目

「相互扶助と親睦の概念」を導入。その後ドナルド･カ

ーター直言により1 項目「社会奉仕概念」を追加） 

１９０７年 ：ポール･ハリスがシカゴRC 三代目会長に就任。公

衆便所設置運動（１９０９ 年設置）。（社会奉仕の実

践） 

１９０８年 ：サンフランシスコに２番目のクラブ誕生。ついでオー

クランド(１９０９)、シアトル、ロサンゼルス、ニューヨー

クでＲＣ設立。シカゴＲＣ最初の家族会を開催。シェ

ルドン、ペリーが入会。 

１９１０年 ：全米ロータリークラブ連合会が誕生し（１６ＲＣ、１,５０

０人）、ポール･ハリスが初代会長に就任(２ヵ年度)、

後年これをＲＩ の創立と位置づけた。チェスリー･ペリ

ーが初代事務総長 

：シカゴで第１回ロータリー大会開催。最初のロータ

リーの綱領制定（親睦が目的から外れ物質的相互

扶助からの脱却を図る） 

：大会演説でシェルドン（シカゴRC）が“He profits 

most who serves his fellows best.”を発表 

：カナダでウィニペグRC 誕生（米国以外で初、翌年

度加盟） 

１９１１年 ：「The National Rotarian」 発刊 (翌年 The Rotarian 

と改称)、ポール･ハリス「Rational Rotarianism」を掲載

（「Toleration: 寛容」の起源）：ポートランドで第２ 回

大会開催。シェルドンの標語は“He profits most who 

serves best.” （最もよく奉仕する者、最も多く報いら

れる）となってロータリー宣言の結語として採択。 

またコリンズ(ミネアポリスRC)が小旅行企画の船上で、

“Service, not self ” （超我の奉仕）を発表したと伝え

られ、その後 “Service above self ”に変更され、シェ

ルドンの標語と共に広く使用されるようになる (１９２１) 

 

続く 

 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１３年９月１２日（木） 会員数 ８４名 

出席 ６７名  欠席 １７名  来賓  １名 

８月２９日例会出席率  １００％ 

８月度平均出席率  １００％ 

■来客紹介  ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

石神 輝雄 様(元ﾛｰﾀﾘｰ財団国際親善奨学生) 

■次回例会  ２０１３年９月２６日（木） 

卓話 「広島いのちの電話について」 

副理事長･運営委員長 塩山二郎 様 

事務局長          藤井 悟 様 

食事 中華弁当 

ロータリー・ニュース 

ロータリーの歴史年表 ① １９０５～１９１１年 


