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（２）列島線の意義
　日本列島を含む大陸に沿う長い列島線は周辺
国、特にロシアと中国にとって外洋進出、自国
防衛のために重要な意義が存在、北方4島・津軽
海峡、対馬・五島、南西諸島の価値は高く、「列
島線」防衛の重要性は益々増大している。

（３）陸上自衛隊の列島線防衛態勢
　数多くの島嶼部や長大な海岸線を有する我が
国の地理的特性を踏まえた上で、我が国の列島
線を防衛するため陸上自衛隊は、①平素からの
部隊等配置による抑止体勢の確立、②実力部隊
を緊急的かつ急速に機動展開、③水陸両用部隊
による作戦の3段階により抑止・対処の態勢を確
立すべく創隊以来の大改革を推進中。

２．水陸機動団の概要
（１）編成・装備・配置
　水陸機動団は同時期に新しく創設された陸上
総隊の直轄部隊であり、陸上自衛隊唯一の水陸
両用作戦部隊としての任務を有し、カウンター
パートとして、海上自衛隊の掃海隊群や沖縄の
米海兵隊等と連携し各種作戦を遂行。装備品も
特徴あるものが多く、水陸両用車や偵察ボー
ト、UAV等を保有。また、佐世保のみならず、
大分県の由布市に特科大隊、玖珠町に戦闘上陸
大隊の一部が所在。来年度末には崎辺地区に分
屯地を開設し戦闘上陸大隊の主力が移駐する予定。

（２）隊員の現況
　現在、所属隊員は約2,100名であり、来年3月
には約2,400名に増強される予定。出身地別で
は、約7割を九州出身者が占めるが、今後九州以
外の隊員増を予期。また、女性隊員も約20名在籍。

（３） 能力向上に向けた取り組み
　水陸機動団主力及び新たな部隊の能力向上の
ため、国内外において海・空自衛隊と協同した
統合演習や米海兵隊と共同した日米共同訓練を
多数積み重ねて努力を継続中。

『�我が国の列島線防衛と
　水陸機動団』

　陸上自衛隊水陸機動団長 兼
　相浦駐屯地司令　青木　伸一�様

１．列島戦防衛の重要性
（１）我が国を取り巻く安全保障環境
　現在の安全保障環境は、様々な課題や不安定
要因がより顕在化、先鋭化し厳しさはいっそう
増加している。
　ア）北朝鮮情勢
　 　体制維持のための挑発行動を繰り返してき

たが、中国、韓国の関係改善を背景に米朝会
談を実施する等、核兵器及び弾道ミサイルの
放棄等を交渉材料として外交活動を活発化、
それら履行の可能性は不透明であり注視必要。

　イ）ロシア情勢
　 　経済状況の悪化により、一時経済的にも軍

事的にも弱体化したものの、経済の復興を基
盤に「強いロシア」を目指し軍事改革を推進
する等、活動が活発化している。極東再整備
により、千島列島及び北方領土の軍備増強、
契約兵（職業軍人）の増加、新型装備を導入
する等、その能力向上を図っている状況。

　ウ）中国情勢
　 　国家目標として中華民族の偉大な復興を揚

げ、軍事力の機械化・情報化を目指す軍改革
を積極的に推進中、大規模な陸軍及びロケッ
ト軍を保有し、公表されている国防費も10年
間で約3倍になる急速なペースで増加、東シナ
海等における一方的な現状変更、既成事実化
の試みは一層進展するおそれがあるととも
に、海洋進出の試みは我が国のみならず周辺
国の脅威。
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には、担当以外にもかかわらず、わざわざホテ
ルまで来ていただきありがとうございました。
　また、田中丸善弥さんには、長崎空港まで
リーダーさんご夫妻をお送りいただきまして、
特にお礼を申しあげます。
　19日には8RC市内会長幹事会が開催されまし
たので、お礼と感謝を伝えてまいりました。幸
い今回の会長幹事会は拡大版で開催され、北松
3RC、各ガバナー補佐、次年度地区幹事をはじ
め、次年度関係者数名も参加されていましたの
で、重ねてお礼を致しました。
　あとは、地区大会記念事業のハワイ短期留学
が、事故なく終了するのを願うばかりでありま
す。池田真秀委員長の下、担当委員会メンバー
で、万全の準備で取り組まれるようお願い申し
あげます。
　さて、本日は陸上自衛隊水陸機動団長 兼 相
浦駐屯地司令 青木伸一様の卓話です。今年発足
した水陸機動団のお話をうかがえるとのことで
すので、楽しみにしております。よろしくお願
いいたします。
　なお、次回例会は、3,333回目の例会です。数
字が4つ並ぶ回数も珍しいので、地区大会も終わ
ってお疲れのことと思いますが、ぜひ次回例会
もたくさんのご出席をお願いいたします。

� 副幹事　廣瀬　章博
１．ロータリー米山記念奨学会
　①特別寄付金 米山功労者の感謝状贈呈
　　第8回マルチプル 田中丸善保さん
　②第75回米山功労クラブ 感謝状
　③ 「ハイライトよねやま　Vol.224号」
　　2018年11月13日㈫発行

２．台南扶輪社
　①2017〜2018年度 季刊合訂本
　②2018〜2019年度 秋季号
　③2018〜2019年度 会員名簿

３．RI第2740地区　ガバナー� 福田　金治さん
　　ホストIAC　牛津高等学校IAC
　 IA年次大会（2018年7月28日㈯ 開催）報告書

が届いております。

４．大村ロータリークラブ
　「週報No.13〜17」が届いております。

5.海上自衛隊佐世保地方総監　海将　菊地　聡�様
　 創設65周年自衛隊記念日行事のお礼状が届い

ております。

（４）地域の方々との連携
　自衛隊協力団体やその他地域団体、自治体、
官公庁等と協力・連携して良好な関係構築に努
めるとともに各団体への表敬や、地域イベント
への積極的な参加を通じ、地域の活性化にもで
きる限りの協力に尽力。

（５）行事・視察
　創隊以来、隊旗授与式、創立記念行事等各種
行事を実施し、行事に併せ駐屯地開放等により
地域の皆様との交流の場としても活用。視察・
研修については積極的に受け入れており、理解
の促進に努力中。

○ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
○卓話者
　陸上自衛隊水陸機動団長 兼 相浦駐屯地司令
　 青木　伸一 様
○ゲスト
　陸上自衛隊水陸機動団
 庶務班長　甲斐田　剛 様
 団長付副官　三等陸尉　溝上　　晃 様

� 会長　古賀　　巖
　皆様の多大なご協力をもっ
て、おかげさまをもちまして、
地区大会が終了いたしました。
ありがとうございました。
　私は、日曜日の夜から風邪を
ひいてしまいました。皆様も体
調にはお気を付けください。
　福田金治ガバナー、橘髙克和実行委員長をは
じめとする地区大会・ガバナー事務所関係の
方々、事務局の山田さんにはおねぎらいを申し
あげます。大変お疲れ様でした。
　準備の段階や当日も、予想以上にご負担にな
ってしまった部分もあったと思いますし、いき
なり思いがけないハプニングがあったり、我が
クラブの先輩方への私の配慮が足らない部分が
あったり、ご迷惑をおかけした点もあったかと
反省しておりますが、大会は福田ガバナー、
橘髙実行委員長の指導のたまもので成功できた
と思っております。
　台南RCからは、クラブに対して22年物の紹興
酒とニコニコを15万円戴いております。
　そして、台南RCの皆さまへの対応が、どうし
ても足らなくなった部分も反省点としてありま
すが、日曜日には無事橘髙実行委員長はじめ8人
で、ホテルオークラJRハウステンボスでのお見
送りをしました。西田勝彦さん、北野慎司さん

会　長　挨　拶

幹 事 報 告

例会記録
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奉仕プロジェクト委員会� 委員長　円田　浩司
　姉妹クラブ台南RCが来年2019
年1月11日㈮、創立65周年をお迎
えになります。式典訪問のご案
内で、本日締め切りですが、少
し遅れても構いません。奮って
ご参加ください。

■RI第2740地区� ガバナー　福田　金治
　11月16日㈮、17日㈯の地区大
会に際しましては、会員、ご家
族のご協力により、大きな失敗
もなく無事終了しました。特
に、他地区のガバナーが驚いて
おられたのは、全部手づくりの
地区大会だったという事です。現在は、ほとん
どの地区大会が、全部または一部専門業者に発
注されているからです。
　唯一の失敗である点鐘の件は、参加者の皆様
から、あれで開会の堅苦しさがとれて良い雰囲
気になったと言っていただきました。
　15年前の橘髙会員の時と同じように、点鐘の
件は、クラブの語り草になるのではないでしょ
うか。

■台南RC� 会長　Summers�Wuさん
　11月17日㈯地区大会懇親会の二次会で、台南
RC会長Summers Wuさんから祝辞をいただきま
したので、掲載いたします。
-----------------------------------------------------
　古賀会長、佐世保ロータリークラブ会員とご
家族の皆様、こんばんは！
　私は台南RC会長のSummers Wuです。貴地区
の大会にお招きいただき、こころから感謝を申
しあげます。今日は、皆様のお蔭で、すばらし
い大会イベントに参加させていただき、わがク
ラブを代表して、感謝の意を表します。
　来る1月11日㈮にわが台南RCは創立65周年を
迎え、記念式典を行う予定です。ぜひ、われわ
れの記念式典イベントにご参加いただきますよ
うお願い申しあげます。相互訪問と交流によ
り、両クラブの約50年の姉妹クラブの絆をさら
に深めることを期待しております。
　最後に、佐世保RCの会員皆様方のご健勝とご
多幸をお祈りして、私の挨拶とさせていただき
ます。

� 出席・例会委員会　川添　秀則
◯永年会員表彰
　佐々木秀也さん（45年）、安部　直樹さん（40年）

◯出席100%表彰
　富永　雅弘さん（19回）、西田　勝彦さん（3回）

� 親睦活動委員会　福田　金吾
古賀　　巖�会長、廣瀬　章博�副幹事
増本　一也さん、赤木　征二さん
黒江　章雄さん、德川　晃尚さん
中村　徳裕さん、長浜　陽介さん
富永　雅弘さん、池田　真秀さん
芹野　隆英さん
　（名誉会員）陸上自衛隊水陸機動団長 兼 相浦
駐屯地司令 青木伸一様の、卓話に期待してニコ
ニコします。

池田　　豊さん
　この度は図らずも平成30年秋の叙勲で旭日双
光章の栄に浴しました。この栄誉はひとえに日
頃からの皆様方のお力添えの賜と深く感謝いた
しております。お蔭をもちまして去る11月12日
㈪東京プリンスホテルにて勲記・勲章の伝達を
受け、引き続き皇居へ参内し、「春秋の間」にお
いて天皇陛下に拝謁の栄誉とともにお言葉を賜
り感激の極みでございました。今後とも微力な
がら佐世保RCの発展に尽力してまいる所存でご
ざいます。会員の皆様との友情を携え相変わら
ぬご厚誼を賜りますようお願い申しあげます。

古賀　　巖�会長、廣瀬　章博�副幹事
橘髙　克和さん、増本　一也さん
米倉洋一郎さん、福田　金治さん
芹野　隆英さん、赤木　征二さん
黒江　章雄さん、髙田　俊夫さん
北野　慎司さん

委員会報告

その他の報告

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：黒江　章雄）
（カメラ担当：安部　雅隆）

　池田　豊さんの秋の叙勲旭日双光章の受章を
お祝いしてニコニコ致します。

RI第2740地区　ガバナー　福田　金治さん
　皆さまのおかげで、地区大会を無事に終える
ことができました。長期間、準備に携わってい
ただき、誠にありがとうございます。まだまだ
続く委員会もありますが、最後までどうぞよろ
しくお願いいたします。

地区大会実行委員長　橘髙　克和さん
　先日の地区大会、無事、大成功で終わること
ができました。皆さん、ありがとうございまし
た。ここまで出来たのも、皆さんの献身的な働
きがあってのことですし、その皆さんの姿に、
委員長として大変感動しておりました。
　佐世保RC単独での地区大会、私も、夢にうな
される位に、不安でいっぱいでしたが、最後
は、佐世保ロータリークラブの底力を発揮して
頂きました。本日は東京出張で居りませんが、
皆さんへの感謝の気持ちと敬意を表します。

地区幹事　増本　一也さん
　皆さん、地区大会、お疲れさまでした。そし
て、ありがとうございました。また、私のミス
で、皆様には会議冒頭よりご迷惑をお掛け致
し、心よりお詫び申しあげます。福田金治ガバ
ナーの機転で、事なきを得ましたが、今でも、
一生の不覚だと反省しております。申し訳あり
ませんでした。
　細谷伸夫 RI会長代理ご夫妻も、大変楽しい地
区大会で、佐世保RCの対応に大変満足して帰ら
れました。エイド役の岩永信昭 パストガバナー
ご夫妻にも、最後まで、お付き合い頂き、感謝
致しております。素晴らしい地区大会になった
ことを、改めて皆さんに感謝申しあげます。

遠田　公夫さん
　地区大会のゴルフ・コンペで、最近ゴルフホ
リックになっている家内が、女性の部で優勝さ
せて頂きましたのでニコニコ致します。但し、
最終的に、出場者1名でした！ 同伴は島原RCの
皆様でしたが、和気あいあいと回ることが出来
ました。

佐々木秀也さん、富永　雅弘さん
西田　勝彦さん

　永年会員ならびに出席100％表彰ありがとう
ございます。

＊11〜12月  例会卓話者予定＊ 

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）

12月５日　年次総会

　　　　　 長崎県総合就業支援センター
　　　　　 フレッシュワーク佐世保
　　　　　　　　企業相談員　林田　有基 様
　　　　　　　　キャリアコーディネーター
　　　　　　　　　　　　　　長尾麻衣子 様
　　　　　　　　受付・事務　西村　笑子 様

12月12日　西海市・音浴博物館
　　　　　　　　　館長代行　髙島　正和 様

＊地区大会 慰労会の開催について＊ 

日時／12月1日㈯　18:30〜
会場／九十九島ベイサイドホテル＆リゾート 
　　　フラッグス
会費／無料

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／12月4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＊

　　　　　　　次回例会　未定

＊ 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。

ニコニコボックス 本日合計 　76,000 円

 累　　計 510,000 円

◇


