
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1427回 （本年度 22回） 

平成 30年 5月 17日（木）    

開会点鐘  高瀬 建夫 会長 

司  会   小林 正樹 会員 

斉  唱  「４つのテスト」 

     ・真実かどうか 

     ・みんなに公平か 

     ・好意と友情を深めるか 

     ・みんなのためになるかどうか 
 

会員出席報告 宮崎 玲児 親睦委員長 

欠席者：坂口会員、坂本会員、髙木会員、都倉会員、 

    渡久地会員、山本会員  

お客様紹介 高瀬 建夫 会 長 
 
◆青山 優子 様（ゲスト・スピーカー 

2014-15 Ｒ青少年交換学生） 

入会式・新会員の紹介 

職業分類：信用金庫 
 
川崎信用金庫  

武蔵小杉支店支店長  

中村 敏史 様 

４月の異動で武蔵小

杉支店に参りました。

まだ、町のことを知り

ません。新城支店から

高津支店、そして武蔵

小杉支店です。小杉は、

トレンディなさわやか

な感じがします。宜し

くお願いします。  
ご入会おめでとうございます！ 

 

ニコニコ報告   

◆高瀬 建夫 会長・河合 束 幹事 

皆さん、おはようございます。昨夜のお酒が残ってい

る方も数人いらっしゃるようです。今日は青山さんの 

卓話です。大変楽しみにしております。よろしくお願 

いします。 

◆市川 功一 会員 

青山さん、今日はお話ありがとうございます。とても楽

しみにしております。 

◆中村 敏史 会員 

今日から皆様の仲間になります。どうぞ宜しくお願いし

ます。 

◆徳安 久是 会員 

青山さんの卓話、楽しみにしております。 

◆ＳＡＡ一同 

早朝より、青山さん、ありがとうございます。お元気そ

うで何よりです。中村様、ご入会おめでとうございます。 

◆親睦委員会 一同 

６月２１日 二子玉川エクセルホテル東急でファイナル

例会です。宜しくお願いします。 
 

「みんなニコニコ」 
青山様、卓話楽しみにしておりました。  
堤  研司 会員・江口  進 会員・若狭 滋則 会員 
小泉 正博 会員・会田 公雄 会員・内藤 松雄 会員 
小林 正樹 会員・島田 叔昌 会員・東出 隆裕 会員 
神谷  直 会員 

 

卓 話 2014-15 ロータリー青少年交換学生 

青 山 優 子 様 

「国際人道法 模擬裁判について」  
おはようございます。

青少年交換学生の青山優

子です。今日は、昨年の

１２月に国際人道法の国

際大会で入賞したことに

ついてお話します。 

まず、自己紹介ですが、

私は現在21歳です。横浜

市立大学国際総合学部 

国際総合学科の国際法ゼ

ミに所属しています。ロ

ータリーのとの出会いも

国際法のゼミの時です。

私の父は日本人で、母が

フィリピン人です。５人

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２８名 １９名 ９名 ７６．００％ 

前々回(4月 19日) 欠席 11名 Make up ６名 ８８．４６％ 

ニコニコボックス 本日 17,000 円 累計 494,585 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 135,000 円 

 

 
 

 

川崎中原ロータリークラブ会報 川崎中原ロータリークラブ会報 

◆例会場 ホテル精養軒 第１木曜日 PM12:30～ 第３木曜日 AM7:30～ TEL:044-711-8855 
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『ロータリー：変化をもたらす』 Rotary：Making A Difference 

ＲＩ会長 イアン・ライズリー 第２５９０地区ガバナー 湯川孝則 



兄弟の二女です。つい先日、野球を頑張っている弟が家

出をした。両親は心配しているけど、兄弟はちゃかして

います。そんな家族です。 
 

模擬裁判 

私は、模擬裁判で学長賞を受賞しました。これを受

賞した理由は、昨年の１２月に赤十字社主催の国際人

道法模擬裁判大会の口頭弁論の部予選で最優秀弁論賞

を受賞したことによります。全部英語でやります。こ

の大会は、学生が全員参加できて、合計で９つの大学

が参加しました。参加人数８０人の中から選ばれまし

た。この大会は、日本の予選なのですが、最終的には

スイスのジュネーブの国際大会に繋がります。個人賞

を受賞しただけでは次に進むことができず、チームで

の受賞が必要になります。 

模擬裁判というのは、架空の紛争を題材として、紛争

時の規律を定める法律を基礎に、原告被告に分かれて行

うものです。国際人道法は、平時の法律ではなく、紛争

時に用いられる法律です。１２月の大会では、私は弁護

側に立ちました。採点基準は、メモリアルと弁論の総合

点です。私が受賞したのは弁論の部です。メモリアルと

いうのは、裁判所に提出する書面についての採点です。 
 

苦労したこと 

私には論理的な思考が難しかったので、その点を苦労

しました。他の大学生は、法律学科の出身者も多く、そ

の中で自分が弁護人の立場で弁論の準備をしていくの

に苦労しました。相手にわかりやすく弁論を組み立てる

ことが本当に難しかったです。また、仲間との議論とい

うことが自分にとっては初めての経験で、それがまた自

分は苦手でした。ただ、当時は本当に辛かったのですが、

今となっては全てが美化されている気がします。 
 

国際法を学ぶに至った経緯 

私は、少しだけ宮前幼稚園に通っていたことがありま

すが、幼稚園を中退しています。その後、フィリピンの

インターナショナルスクールの幼稚園に一年間通いま

した。そこで、英語を学びました。そこで、英語を学ば

ないといじめられた。そのため、必死に英語を勉強しま

した。 

父親は、国家公務員で大使館で働いていました。その

影響か、小さい時から国際法等に関心がありました。も

っとも、漠然とした関心でしたが。2014-2015年に留学

生としてブラジルに行くことになり、そこで私の人生の

転機となる体験がありました。ブラジルのホストファミ

リーが政治に詳しく、熱心な方で、ポルトガル語や政治

についても教えてもらいました。そこから国際政治とい

うものに興味が出てきたわけです。 

そして、日本に帰ってきてから、大学を選ぶ際、英語

に力を入れている私立大学がいいかなと思って選んだら

国際法ゼミがあることを知り、そこに入ることになりま

した。国際政治に関心があったけど、国際法ゼミに入っ

たのは、政治的な主張にも裏づけ・根拠がないと説得力

がでないと考え、それには国際法を学ぶ必要があると思

ったのです。法的な論理思考を学んだ上で、国際政治を

学ぶ方がいいと思っています。将来は、ロータリーに入

会したいです。あとは、質疑応答ということで、以上で

私の卓話は終わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

会長報告 髙瀬建夫 会長（6 月 7 日分） 
 
◇理事会報告 
    

幹事報告 河合 束 幹事（6 月 7 日分） 
 
１．地区からの来信 

①ローターアクト「第 48 回地区研修･協議会、卒会式」

開催のご案内が届いております。 

 日時：6月 17 日(日) 13：00-16：45    

会場：ワークピア横浜 2階 

 登録ご希望の方は、事務局までお知らせ下さい。 
  
②2017-18 来日学生終了証書授与式 並びに 歓送会開催

のご案内が届いております。 

日時：2018年 6月 30日(土) 14：00-18：00   

場所：曹洞宗照光山 常倫寺「常勝閣」  
  
③現・次年度ガバナー補佐・クラブ事務局員連絡会開催

のご案内が届いております。 

 日時：6月 16 日(土) 11：00～   

場所：ローズホテル横浜・神奈川芸術劇場 
 
④ロータリーレート変更のお知らせが届いております。  

2018年 6 月より１ドル＝110 円 に変更 （5 月は 108 円） 
 

２．他クラブ例会臨時変更 

●川崎大師 RC  
6 月 13日-14日 一泊移動例会 ホテル三日月富士見亭 
6 月 20日(水) 例会場変更  

川崎大師平間寺信徒会館 2階大広間 
●川崎とどろき RC 
 6月 18 日(月) 銀座洋食三笠会館武蔵小杉店点鐘 17：30 
 6月 25 日(月) 休会 
●川崎中 RC 
 6月 26 日(火) ホテル精養軒 飛翔 点鐘 18：00 
●川崎高津 RC 
 6月 21 日(木) 休会 
 6月 28 日(木) ホテルＫＳＰ 点鐘 18：00 

 


