
　　　　　　　　　　　　　　RI 第 2750 地区  多摩中グループ         
　　　　　　　　　　　　　東京国立ロータリークラブ　会長 　小澤　谷守　　　幹事　寺澤　武      
　　　例 会 日：毎週水曜日　 　 
　　　例 会 場：谷保天満宮社務所 2階　東京都国立市谷保 5209 
　　　事 務 所：東京都国立市谷保 5234-1　    TEL:042-575-0770  　FAX:042-572-8666
　　　E-MAIL：kunitachi-rc@sage.ocn.ne.jp  　WEB：http://kunitachi-rc.com/
　　　会報委員：青木　健・平川　貴浩・岡本　貞雄・秋廣　道郎

 Report
Weekly
2017-'18
クラブ会長テーマ　奉仕を通じて、みんなが輝こう！

ロータリー :
変化をもたらす

RI イアン・ライズリー会長テーマ
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日　　時：平成 30年４月 25日（水）　
会　　場：例会場　　
司　　会 : ＳＡＡ    　　　　　 　　　　　　 岡田委員
開会点鐘　　　　 　　　　   　 　　　 小澤 ( 谷 ) 会長
斉　　唱：ロータリーソング「我らの生業」
お客様の紹介　　　　　　　　　  　　 小澤 ( 谷 ) 会長
クオン・サエ様　国連職員・一橋大学大学院生
会長報告 　　 　　　　　　　    　　　小澤 (谷 ) 会長
本日はありません。
幹事報告      　　 　　 　  　    　　　　　　寺澤幹事
●次週5月2日は休会です。5月よりクールビズですが、
バッジの着用は忘れないようにお願いします。
委員長報告  
●吉野 創立 50周年事業委員会委員長　
5月 9日例会後に事業委員会を開催します。
ニコニコＢＯＸ 　　  　　　　　　   高柳親睦活動委員
●小澤谷守会長　先週 4月 19日、フォレストイン昭和
館で行われた昭島ロータリークラブ 50周年記念式典に
は、当クラブからも多数の会員に出席していただき、有
り難うございました。国立クラブの 50周年に向けて参
考になる点があったと思いますので、今後の取り組みに
役立つといいですね。卓話講師クオン・サエ様、本日は
宜しくお願いいたします。

●寺澤幹事　最近寒暖の差が激しい様ですが、皆様体調
には気を付けて下さい。クオン・サエ様の卓話、楽しく
拝聴させていただきます。国連についてという事で難し
いのでしょうか？
●近藤会員　サエ様、本日はお忙しい中、卓話講師をお
引き受け下さいましてありがとうございます。国際関係
に大切な国連について勉強させていただきます。よろし
く御願いいたします。
●遠藤久会員　先週は千丑茶屋の売上にご協力ありがと
うございました。ただ今、土・日に働けるホールスタッ
フを募集中です。誰かいい人がいましたら紹介して下さい。
☀ニコニコBOX  合計 11,000 円　累計 1,387,000 円　
出席報告　　　　 　　 　　　　　　時田出席奨励委員
　　４月 18日　在籍 49名中　出席 38名  
 　　前々回 (4 月 11日 ) の出席率　97.67％
閉会点鐘 　　　   　 　 　　 　　　　  小澤 ( 谷 ) 会長

第2362回例会報告

▲ 東京昭島ロータリークラブの創立 50周年記念式典・祝
賀会は４月 19日（木）、昭島市のフォレスト・イン昭和館
で開催され、当クラブからも 26名が出席した。
写真は乾杯の音頭をとる村上隆秀ガバナー補佐。
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■講師の紹介　　　　　　　　　　　林プログラム委員
　クォン・サエさんは韓国の出身で、高校３年生の時に
渡米、ヴァージニア州のヴァージニアテックでマーケ
ティング・マネージメント専攻。大学４年生の時、大阪
の関西外大で半年間交換留学。アメリカの大学を卒業し、
韓国のベンチャー企業でインターンを終え、東京の自動
車関係の会社で海外マーケティングを担当。３年半の日
本生活を終え、2010 年秋からアメリカのニューヨーク
マンハッタンに位置する日本の会社（支社）に勤務を始
め、翌年の 4月から同じくマンハッタンにある国連本
部に転職。2016 年秋から休職し一橋大学で国際政策を
勉強中（修士）です。
■国連とは　　　　　　　　　　　　クオン・サエさん
国連は、世界の平和と安全のため、1945 年 10 月 24 
日に正式に設立しましたが、その時の加盟国 (原加盟国 ) 
は 51 カ国で、現在は国連加盟国の数が 193 カ国に増加。
■国連の機構：6つの主要 機関
1. 総会　　　　　　 ニューヨーク
2. 安全保障理事会 　ニューヨーク
3. 経済社会理事会 　ニューヨーク
4. 信託統治理事会 　ニューヨーク
5. 国際司法裁判所 　ハーグ ( オランダ )
6. 事務局　　　　　 ニューヨーク
国連ファミリー全体はもっと大きく、15 の専門機関
（specialized agencies）と数多くの計画 programmes）
や基金（funds）、各種機関が含まれる。
■総　会
・193 加盟国すべて総会に代表を送る
・各国 1 票の投票権 
・国際の平和と安全、新加盟国の承認、国連予算のよう
あな問題を話し合う
・3 分の 2 の多数で決定
・総会の通常会期 (通常総会 )は毎年 9 月に始まり、年
あ内いっぱい続く
・毎年、議事進行役となる議長を選出

国連とは

クオン・サエさん

・決議は法的拘束力を持ってない
■総会討論
国連総会において、大体 9月末から２週間の日程で、
一般討論が行う。各国元首 / 各国メディア / 厳しいセ
キュリティチェックがあります。
■安全保障理事会
平和 と安全の問題に関して主要な責任を持っている。 
・15の理事国。そのうち中国、フランス、ロシア連 邦、
英国および米国の 5 カ国は、常任理事国、その他の 10
カ国は非常任理事国。 2 年の任期で選ばれる。
・国際紛争に発展しかねない紛争または事態の場合、そ
れについて調査実行や 解決の方法と条件を勧告。 
安全保障理事会で決議を採択するには、9 カ国の理事国
が賛成の投票が必要、（5 常任理事国のうち 1 カ国でも
反対すると決議は採択されない　（拒否権 )
・安保理で決まる決議は法的拘束力を持っている。
■プレジデント？大統領？＝議長
安全保障理事会の議長国は、構成国の英語名でアルファ
ベット順、1か月単位で交代する持ち回り制となっている。
■国連の公用語
各国代表は、との公用語でも発言できます。発言内容
はその他の公用語に同時通訳されます。また、 ほとんど
の国連文書も 6 つの公用語の全で発行されます。英語・
フランス語・スペイン語・中国語・ロシア語・アラビア
語。安倍総理の日本語のスピーチはどうなるんでしょう
か。各国代表は場合により、公用語でない言語で発言を
行うことかできます。その場合、発言を行う代表団は、
いずれかの公用語による通訳あるいは発言の翻訳文書を
提供しなければなりません。
■事務局
近くに幾つかの場所を借りて入っています。
■事務総長
・事務総長は事務局の最高責任者
・安全保障理事会の勧告に基づいて、総会が 5 年の
任期で任命される。最大任期２回まで（10 年）地域
別に順番に任命されます。 ●トリグブ・リー ( ノル
ウェー)1946～1952 ●ダグハマーショルド(スウェー
デン )1953 ～ 1961 ●ウ・タント ( ミャンマー )1961
～ 1971 ●クルト・ワルトハイム (オーストリア )1972
～1981 ●ハビエル・ペレス・デクエヤル(ぺルー)1982
～ 1991 ●ブトロス・ブトロス = ガーリ ( エジプ
ト )1992 ～ 1996 ●コフィー・アナン ( ガーナ )1997 
～ 2006  ●潘基文 ( 韓国 )2007 ～ 201 ６●アントニ
オ・グテーレス（ポルトガル）2017～

国連職員・一橋大学大学院生


