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2018～2019年度 テーマ    「インスピレーションになろう」　̶ BE THE INSPIRATION ̶
2018～2019年度 R.I.会長 バリー・ラシン （バハマ　イーストナッソーRC）
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佐世保ロータリークラブ

　このような事態に対応するため海上自衛
隊としては、海上優勢を確実に維持できる
隻数・機数を確保することにより、我が国
の領域及び周辺海域を防衛し、関係国と連
携して海上交通の安全確保を図り、より望
ましい安定した安全保障環境の構築、特に
海洋安全保障を確保するため、所要の体制
を維持、あるいは強化することを基本方針
とし、米海軍との共同を基調としつつ、各
種活動を行っています。
　さらに、海上自衛隊は装備・技術基盤、
作戦基盤、人的基盤の3つの基盤を重視して
おり、これら基盤を強化することにより、
平素の活動を支えるとともに各種事態に対
処し得る防衛力を構築したいと考えています。
　また、陸・海・空の統合運用について
は、各種統合訓練の機会を捉え、即応態勢
の向上を図っております。特に３つの基盤
の中で、人的基盤に関する取り組みについ
ては、少子高学歴化とともに現在は景気が
回復し、有効求人倍率が上昇しているた
め、新入隊員の応募者数が減少傾向にあり
ます。厳しい募集環境、海自の任務の多様
化・国際化という特殊な勤務態様の下、充
足率の向上と質の高い人材の確保は大きな
課題となっています。定年退職者の再任用
や、中途退職した元自衛官の再採用の募集
等、再チャレンジ層の獲得を推進するとと
もに、女性自衛官の増勢にも取り組んでお
り、2030年を目標に女性の占める割合を、

『�海上自衛隊の現状』

　海上自衛隊　佐世保地方総監

　　海将　菊地　　聡�様

　我が国は、国土面積は世界第62位であ
り、経済的な主権を行使できる排他的経済
水域の面積は国土の12倍、世界6位の広さを
誇っています。海洋を「国や社会に対して
及ぼした影響や役割」という観点で捉える
と４つの役割があり、「輸送路としての海」、
「情報経路としての海」、「資源産出の場と
しての海」、「防壁、攻撃の経路としての
海」があります。
　これら海洋の持つ自然環境や国際公共財
の性質から、海上防衛力には古来より共通
の特性と役割が認識されており、それは
「機動性」、「多目的性」、「柔軟性」、「持続
性」、「国際性」という５つの特性を持って
います。
　こうした性質から我が国周辺の海洋資源
を巡る最近の動向や、海賊、麻薬取引対策
など、グローバル・イシューの増加傾向の
中で海上防衛力の役割は、近年、その重要
性が強く認識されるようになっておりま
す。そのため海上防衛力がその役割を発揮
する場は、我が国周辺海域に留まることな
く拡大してきております。
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ますと大変な激務で公務多忙な中、卓話の
時間をとっていただき心から感謝申しあげ
ます。少ない時間でありますが、貴重なお
話を頂戴できると期待しておりますので、本
日はよろしくお願い致します。

� 幹事　大久保利博
１．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2018年11月のロータリーレートは、
　1ドル＝112円です。（参考：10月＝112円）

２．一般社団法人�ロータリーの友事務所
　広報誌のご案内
　 広報誌 ROTARY　世界と日本（第11

版）10冊 500円
　会員候補者のために
　 広報誌 ROTARY あなたも新しい風に

（第9版）5冊 400円

３．国際ロータリー�インターアクト研究会
� 委員長　三木　　明さん
　　ホスト地区�第2740地区
� ガバナー　福田　金治さん
　　インターアクト地区委員会
� 委員長　德川　清隆さん
　　第7回�全国インターアクト研究会
� 実行委員長　河野　一郎さん
　第7回 全国インターアクト研究会のご案内
　　日時／2019年4月28日㈰
　　　　　登録開始 11:00
　　　　　閉会式　 18:15
　　会場／福岡国際会議場
　　登録費／ロータリアン　　 20,000円
　　　　　　顧問教諭　　　　　7,000円
　　　　　　インターアクター　5,000円
　①第7回 全国インターアクト研究会
　　参加者／  ロータリアン：第2740地区
　　　 提唱クラブ インターアクト委員長　

または、クラブインターアクト委員長
及び関係者

約6％から9％以上へと増勢し、女性が活躍
できるように育児支援等の施策を推進して
います。
　海上自衛隊という組織の精強さを維持し
つつ、増加する任務に対応するためにワー
クライフバランスにも配慮して全力で職務
に臨んでいます。

○ロータリーソング「四つのテスト」
○卓話者
　名誉会員
　海上自衛隊　佐世保地方総監
 海将　菊地　　聡 様
○ゲスト
　海上自衛隊　佐世保地方総監部
  一等海尉　松本　龍一 様

� 会長　古賀　　巖
　明日から11月です。地区大
会までいよいよ2週間ほどに
なりました。
　不安でいっぱいではありま
すが、現在最後の追い込みを
していただいており、ワクワク感の方が優
ってまいりました。
　残された時間は僅かとなりましたが、更
により良い地区大会にすることを目指して
全員での準備をお願いします。
　さて、本日の卓話は、名誉会員の海上自
衛隊 佐世保地方総監   菊地　聡 海将です。
　先ずは11月17日㈯の地区大会に、音楽隊
の皆さまに演奏をしていただきますが、私
どもの無理を聞いて頂き恐縮に感ずると共
に、心から感謝お礼を申しあげます。そして、
自衛隊の皆さまには、日頃から佐世保はも
ちろんのこと、日本を守っていただいてお
り感謝の言葉しかありません。昨今の東ア
ジアにおいての日本がおかれた立場を考え

会　長　挨　拶

幹 事 報 告

例会記録
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　　　  高校生：第2740地区インターアクター
　　　 （複数名可）

　　　  顧問教諭：第2740地区インターアクター
の学校顧問教諭（1名）

　②4地区代表者会議
　　参加者／ロータリアン・RAC・顧問
　　　　　　各代表者1名
　　締め切り日／2018年11月7日まで
　　申し込み先／第2740地区 ガバナー事務所

４．地区ローターアクト委員会
� 委員長　西畑栄一郎さん
　　地区ローターアクト
� 代表　樋口　太助さん
　　ホストクラブ　佐世保東RAC
� 会長　高取　春佳さん
　 第2690（岡山市）・第2740地区 交流会

登録のご案内
　　日時／2018年11月24日㈯〜25日㈰
　　　［1日目］11月24日㈯
　　　　時間／18:40〜19:00 登録受付
　　　　　　　19:00〜19:15 開会式
　　　　　　　19:15〜21:15 懇親会
　　　　宿泊場所／第一ホテル
　　　［2日目］11月25日㈰
　　　　時間／9:15〜9:30  登録受付
　　　　　　　　9:30〜11:30
　　　　　　　　メインプログラム
　　　　　　　　11:30〜12:00  閉会式
　　　　会場／九十九島水族館 海きらら

５．西浦　雅文�様
　佐世保西RC 幹事 故 西浦隆洋様 弔電の
お礼状が届いております。

■地区大会実行委員会
� 大会幹事　納所　佳民
　いよいよ地区大会まで残り16日となりま
した。何とか成功させたいと思います。本
日も例会終了後に実行委員会を開催します。

皆様のご協力を何卒お願い致
します。

� 親睦活動委員会　谷川　辰巳
○結婚記念月のお祝い
　井上　斉爾・三穂　さん ご夫妻（1日）
　坂元　　崇・泰江　さん ご夫妻（1日）
　大神　吉史・ひろみさん ご夫妻（1日）
　古賀　　巖・良子　さん ご夫妻（6日）
　赤木　征二・由美　さん ご夫妻（10日）
　中嶋　　徹・由恵　さん ご夫妻（11日）
　田中丸善弥・美加　さん ご夫妻（17日）
　有薗　良太・香津美さん ご夫妻（21日）
　佐々木秀也・美智子さん ご夫妻（23日）
　木下　貴夫・伸子　さん ご夫妻（24日）

� 親睦活動委員会　長浜　陽介
古賀　　巖�会長、大久保利博�幹事
廣瀬　章博�副幹事、坂元　　崇さん
山縣　義道さん、德川　晃尚さん
中嶋　　徹さん、福田　金治さん
黒江　章雄さん、増本　一也さん
池田　　豊さん、富永　雅弘さん
赤木　征二さん、橘髙　克和さん
納所　佳民さん、山下　尚登さん
梅村　良輔さん、吉澤　俊介さん

委員会報告

慶　　　祝

ニコニコボックス
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クラブ会報委員会 委 員 長　大神　吉史　　 　　委　員　長浜　陽介 ・ 萩原多恵士 
副委員長　黒江　章雄　　　　 　　　　橋詰　文雄 ・ 安部　雅隆 　　

（今週の担当：橋詰　文雄）
（カメラ担当：黒江　章雄）

谷川　辰巳さん、有薗　良太さん
石田　謙二さん、中村　徳裕さん
　海上自衛隊　佐世保地方総監　海将 菊地
聡様の卓話に期待してニコニコします。

古賀　　巖�会長、井上　斉爾さん
坂元　　崇さん、赤木　征二さん
中嶋　　徹さん、田中丸善弥さん
有薗　良太さん、佐々木秀也さん
木下　貴夫さん
　結婚記念月のお祝い、ありがとうござい
ます。

� ソングリーダー　黒木　政純

「村 祭」合唱 作詞・作曲：未詳

1912年（明治45年）刊行の小学校向け音楽教科書「尋
常小学唱歌」に掲載された日本の民謡・唱歌。秋の
豊作を祝った祭で、笛と太鼓の音が心を躍らせ、長
く歌い継がれている。

ニコニコボックス 本日合計 　31,000 円

 累　　計 392,000 円

◇

＊11月  例会卓話者予定＊ 

11月７日　地区大会実行委員会

11月14日　長崎国際大学RAC会員
  木村　綾佑さん

11月21日　名誉会員
　　　　　 陸上自衛隊水陸機動団長 兼
　　　　　 相浦駐屯地司令　 青木　伸一 様

11月28日　米山奨学生　  朴
パク

基
キ ヨ ン

栄さん
 　　　　　　　　　　　　　（長崎国際大４年・男性）

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／11月20日㈫　16:10〜 
会場／西海学園高等学校 記念館1F 2年4組教室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／11月13日㈫　18:30（食事）〜 
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

＊ 西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。

＊ RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

歌の時間

第2740地区RAC地区代表公式訪問例会　　　
日時：2018年10月14日㈰ 　18:00

　　　会場：ホテルオークラJRハウステンボス

RA地区代表　樋口太助さん（鹿島RAC）


