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日》会員数 79 名（出席免除会員 23 名）
・出席 55 名・免除者欠席 7 名・欠席 17 名・ビジター 0 名 ・出席率

69.62 ％

《２月 27日》会員数 79 名（出席免除会員 23 名）
・出席 61 名・免除者欠席 9 名・欠席 9 名・メークアップ 9 名・修正出席率 100.00 ％

卓

話

『海上保安業務について』

【佐世保海上保安部の概要】
◦佐 世保海上保安部の管轄区域は、大村湾
を含む長崎県北西部の海域。
◦職員は平戸保安署を含め、約120名。巡視

佐世保海上保安部長

古川

大輔 様

船2隻、巡視艇6隻。
◦巡視船は中型巡視船といわれる約350トン
の船が2隻で船名は「ちくご」「あまみ」、

【海上保安庁の概要】
◦昭 和23年、海上における治安の維持と海

巡視艇は小型巡視艇といわれる約20トン
の船が6隻。

上交通の安全の確保を一元的に担当する

◦当 部が管理している航路標識は灯台を含

機関として発足。当初は戦時中に敷設さ

め132基。佐世保港では米軍の原子力艦等

れた機雷の掃海作業も担務。

が入出港する際、所要の警備を実施。

◦海 上保安庁の所掌事務は海上保安庁法で
細かく規定されているが、大きく⑴警備

◆今 後取り組んでいく（取り組んでいる）

救難業務、⑵海洋情報業務、⑶交通業務

業務【課題】

の3つの正面業務に分類。

◎東 京オリンピック・パラリンピック等

◦管 轄海域は、領海（沿岸12海里）＋排他

を見据えた水際でのテロ対策。

的経済水域（沿岸200海里）＝447万平方

◎大 型クルーズ船入港に伴う安全の確保

キロメートルで世界8位（領土は世界51

（航行安全、テロ対策等）等、関係機関

位）
。

と連携し、適切に対処して参りたい。

◦東 京都（霞が関）に本庁、全国に11の管
区海上保安本部、管区海上保安本部の事

佐世保海上保安部は昨年70周年を迎えま

務所として海上保安部、海上保安署、航

した。今後も安全で安心な美しい海の実現

空基地、海上交通センター等が設置。船

に向け、職員一同職務に精励して参る所存

艇・航空機は、これらの管区海上保安本

ですので、引き続きお力添えの程、よろし

部や海上保安部等の指揮下で各種の業務を

くお願いいたします。

実施。
◦勢力は、予算約2,100億円、定員約14,000
人（いずれも本年度）。船艇457隻、航空
機83機、航路標識5,213基。
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ことができて、ローターアクターは、ロー

例会記録

タリアンから深い知識や経験を学ぶことが

◯ロータリーソング「それでこそロータリー」

できるとされています。
「ローターアクト」は、「ロータリー」

◯卓話者
佐世保海上保安部長

古川

大輔 様

（Rotary）と「行動」
（Action）を結びつけ
たもので、時は移り変わってもこの名称の

◯ゲスト
佐世保海上保安部

池田

涼様

意義は変わらないと考えます。ローターア
クトのメンバーは、「我等はロータリー精
神に則り、指導力を開発し、健全なる市民

会 長 挨 拶
会長

精神を育成するために修練を積もう。」のロ
古賀

巖

一昨日の3月11日㈪には、8

ーターアクト活動指標のもと、活動してい
ます。

年前に東日本大震災が起こり

佐世保RCでは長崎国際大学RACを提唱し

ました。我がクラブは60周年

ていますが、30歳まで在籍できる他のクラ

の年で、私は幹事をさせてい

ブと違って、大学卒業でRACを卒業しなけ

ただいていましたので、式典

ればならない現状、実際は3年生まででほぼ

や事業をどうするのか、会員の皆さんと相

活動を終える、実質活動期間が3年程度の現

当悩んだことを昨日のことのように思い出

状では、活動を続けていくのはなかなか厳

していました。

しいところもあるようです。1年生にいかに

また、同じく一昨日は、ハワイ短期留学
の渡航前最後のオリエンテーションと結団

たくさん入部して貰えるかにかかっている
かと考えます。

式が開催されました。期待でいっぱいの学

つまり、2年生で入部すると翌年はすぐ会

生たちの顔が印象的でした。いよいよ3月25

長や要職をしなければならないのは、会員

日㈪に出発します。14名のハワイ短期留学

拡大を含めて活動を続けていく上では、足

が成功し、全員が事故も無く、笑顔で無事

かせになってしまっているのではないかと

帰国することを祈念します。

危惧するからです。

本日3月13日㈬は、世界ローターアクトの
日です。

さて、本日の例会卓話は、佐世保海上保
安部長の古川大輔さんです。日頃から日本

1968年3月13日に、世界最初のRACが米

の海を守っていただいている、海の警察、

国ノースカロライナ州のノースシャーロッ

海上保安部の皆さまに感謝をしているとこ

トRCの提唱で設立され、その25周年を記念

ろですが、本日は年度末でお忙しい中、卓

して、1993年のRI理事会にて、3月13日を

話をしていただくことに感謝をしつつ、お

含む1週間（月曜〜日曜日）（国の慣行によ

話を楽しみにしておりました。

って日曜〜土曜日迄でもよい）を「世界ロ

本日も最後までよろしくお願いいたします。

ーターアクト週間」として祝うことを、RC
とRACに推奨しました。
RCには地元のRACとの共同プロジェクト
や、親睦活動に参加するよう呼びかけを行
い、それらの活動に参加することにより、
ロータリアンはローターアクターから若い
エネルギーや新しいアイデア、労力を得る
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幹 事 報 告
幹事

大久保利博

１．国際ロータリー日本青少年交換
多地区合同機構

RI JYEM

（国際ロータリー 日本青少年交換委員会）
事務統括

津留

起夫さん

青 少年プログラムにおける海外派遣アン

ちなみに一番したいアクティビティーはスカ

ケート集計報告が届いております。

イダイビング、食べたいものはパンケーキで
した。会は終始和やかな雰囲気でした。

２．西海学園インターアクトクラブ

3月25日㈪から10日間行ってまいります

2019年3月5日㈫定例会報告が届いており

が、3月25日9時30分より朝長則男佐世保市長

ます。

ご出席のもと、新九州文化学園小中学校
（旧花園中学校）にて出発式を行います。
一生の思い出に残る10日間、委員会一同頑

委員会報告

張ってまいります。

奉仕プロジェクト委員会
委員長

円田

浩司

慶

職場訪問（社会科見学）の

祝

親睦活動委員会

ご案内
日時／2019年5月11日㈯
10:00〜18:00

信孝さん（3日）

場所／世界遺産 軍艦島（端島）

西田

勝彦さん（3日）

参加費／3,000円（予定）

納所

佳民さん（8日）

申し込み締め切り／2019年4月3日㈬

中島

祥一さん（12日）

橋詰

文雄さん（17日）

北野

慎司さん（25日）

井手

孝邦さん（28日）

増本

一也さん（31日）

RI第2740地区 地区大会実行委員会

金吾

○今月の誕生祝い
田中

地 区 報 告

福田

ハワイ短期留学委員会 委員長 池田 真秀
ハワイ短期留学プログラム
去る3月11日㈪ 18時から、
第2回オリエンテーション
を、ワシントンホテルにて開
催しました。当日は高校生14
名と保護者4名が参加。
また福田金治ガバナー、橘髙克和地区大
会実行委員長、増本一也地区幹事、古賀 巖
会長、大久保利博幹事、廣瀬章博副幹事に
ご出席いただき、30分間、スケジュールの

ニコニコボックス

中身についてお話しして、その後、懇親会

親睦活動委員会

を開催しました。
懇親会では、学生の部屋割を発表し、ル

古賀

ームメイトになったグループで席に座って

廣瀬

章博 副幹事、前田

いただき、出発前の懇親を深めていただき

赤木

征二さん、大神

ました。その後、ハワイで何を目的として
過ごすか、アクティビティーは何をしたい

長浜

陽介

巖 会長、大久保利博 幹事
隆夫さん

吉史さん

佐世保海上保安部長 古川大輔様の卓話に
期待してニコニコします。

かを、二人で話し合っていただきました。
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田中

信孝さん、西田

勝彦さん

中島

祥一さん、橋詰

文雄さん

北野

慎司さん、井手

孝邦さん

増本

一也さん

誕生月のお祝いありがとうございます。
◇

ニコニコボックス

本日合計
累

計

13,000 円

【今週のランチ】
魚が新鮮で美味でした。

796,000 円

〈お願い〉
観桜例会のご案内
日時／4月3日㈬ 18:30～【昼の例会変更】
会場／ホテルオークラ JRハウステンボス 12階
送迎バス／
17:10松浦町国際通りバス停→17:15島瀬町
カズバ前→17:18セントラルホテル前
→17:20博多屋前→17:40卸本町入り口
＊出 欠のご返事がまだの方は、事務局まで
ご連絡ください。

2019年3月〜4月
＊例会卓話者予定＊
3月20日

平成音楽大学講師・マリンバ
  
打楽器奏者 山ヶ城陽子 様

3月27日

九十九島水族館 海きらら
イルカの飼育担当者
佐藤 瞭一 様

4月３日

観桜例会

4月10日 NPO法人 平戸観光ウェルカムガイド
理事長
4月17日

新入会員卓話

こ

て

前田

（西日本新聞 佐世保支局

4月24日

宇久町観光協会

だ よしお

籠手田惠夫 様
隆夫さん

支局長）

事務局長
ひがき

檜垣

おさむ

督様

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

例会未定

地区大会記念事業ハワイ短期留学プログラム
第2回オリエンテーションと結団式

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／4月9日㈫ 18:00〜
会場／長崎国際大学
＊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。
＊R AC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。

（今週の担当：萩原多恵士）
（カメラ担当：橋詰 文雄）

クラブ会報委員会
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委 員 長
副委員長

大神
黒江

吉史
章雄

委

員

長浜
橋詰

陽介 ・ 萩原多恵士
文雄 ・ 安部 雅隆

