
会長　橘F 克和君

佐世保市主催の成人式での出来事は全国版
のTV・新聞などを賑わしましたが、朝長市長
の毅然とされた一喝と、それに対して新成人
たちの大きな拍手のあった事で、正直ホッと
した方も多かったのではないでしょうか。と
もかく非常に少なくなった新成人の人たちに
は立派に育ってもらって、大いに社会での活
躍を祈念するところです。
新成人のデータを見ますと1970年（昭和45年）
の250万人が最も多いのですが、これは第一次
ベビーブーム世代である1949年（昭和24年）生
まれの人が成人に達したためで、その後漸減
を続けて1978年（昭和53年）には152万人まで
減少しています。しかしその後、緩やかなが
ら再び増加を見せ、丙午で一時急減していま
すが、1973年（昭和48年）生まれの第二次ベビ
ーブーム世代が成人に達した1994年（平成6年）
に再びピークを迎え207万人に達しました。そ
の後は減少の一途をたどり、昨年は過去最低
の133万人を記録しています。
気になるのは総人口に占める割合。総人口

は急激に増減するわけではないので、新成人
の増減割合とほぼ同じカーブを描いています。
計測開始の1968年（昭和43年）時点の2.35％か
ら、2009年では実に二分の一以下の1.04％に
まで減少しています。これは以前【50年前

16.5人、今3.5人、高齢化社会を表す一つの数
値】でも示したように、高齢層を支える若年
層の割合が急速に減少していることを示す一
つの指針ともいえます。
今の政権が打ち出している子どもの優遇対

策により、私には適いませんが、次の世代で
のベビーブームが再度起きる事を願っており
ます。
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長崎国際大学RAC 新貝　諒太君
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幹事　石井　正剛君

１．ロータリー文庫　運営委員 前岡　志郎君
（RI第2720地区 1995年度PG）

国際ロータリー　日本RC認証順位一覧　1冊

２．第2740地区　高城昭紀ガバナー事務所

①地区ホームページ更新のお知らせ
1月13日

②ハイライトよねやま119号　1月13日発行

（1）

会　長　挨　拶

平成 00 年 00 月 00 日 第 0,000 回例会 NO22 1 20 2,916 25

《本　日》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・免除者出席　　名・欠席　　名・ビジター　　名・出席率 ％

《前々回》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・メークアップ　　名 修正出席率 ％

77

77

21

21

43 12 113 71.40

100.0042 14

例 会 記 録

佐世保ロータリークラブ 会　長蘆橘　　克和　　　幹　事蘆石井　正剛 
 事務所蘆佐世保市島瀬町10-12  親和銀行本店内 TEL 0956-22-7720　FAX 0956-25-6323 
 例会場蘆佐世保玉屋8階（毎週水曜日） TEL 0956-23-8181 
 http://www.sasebo-rc.jp/    　　E-mail:src@circus.ocn.ne.jp

2009～2010年度 テーマ THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS 
 　　   ― ロータリーの未来はあなたの手の中に ― 
2009～2010年度 R.I.会長 ジョン・ケニー（グランジマウスRC・スコットランド） 

幹 事 報 告



３．長崎国際大学ローターアクトクラブ

国際文化体験実行委員長 堀　　隆博君

国際文化体験ご参加のお礼　1月16日開催

４．陸上自衛隊相浦駐屯地

機関紙「つくも」が届いております。

■出席委員会 委員長　増本　一也君

会員100％出席のお願い

毎回しつこい様で申し訳ありま
せんが、第59回創立記念例会の
100％出席についてのお願いです。
現在41名の方々に出席のご返事を頂いていま
す。あと1ヵ月後に迫って参りましたので、皆
様に再度ご協力をお願い申しあげます。

長崎国際大学RAC 新貝　諒太君

チャリティーバザーにおける
（商品）ご協力のお願い

長崎国際大学RACは、チャリテ
ィーバザーを行うことになり、只
今品物集めに奮闘しております。つきまして
は、まだ不足しております品物をご提供いた
だき、ご協力頂きますようお願い申しあげま
す。収益は盲導犬協会への寄付を検討してお
ります。

〔品物回収日〕平成22年2月7日豸まで
ロータリー例会場またはクラブ事務局にご

持参ください。
回収にも伺いますので、ご連絡くださるよ

うお願い致します。（大学講義の都合上、回収
は日曜日のみに限定させて頂きます。ご了承
ください。）

〔バザー開催日〕

日時／平成22年2月13日貍 12:00～17:00
場所／親和銀行本店前

出席委員会　才木　邦夫君

○永年会員表彰

曽我　勝宣君（26回）
井上　斉爾君（26回）
東　陽三郎君（21回）

○出席100％表彰

玉野　哲雄君（32回）

親睦活動委員会　原田　　孝君

佐世保西RC 岩崎　邦臣君

佐世保RC会員の皆様のご指導により、佐世
保西RC創立40周年を迎えることが出来ました。
有り難うございました。
橘闍会長には、ご多忙の中ご出席いただき

花を添えていただきました。創立40周年を無
事終了することが出来たことを感謝いたしま
す。今後ともご指導ご鞭撻をお願い致します。

米倉洋一郎君、原田　　孝君、F木　友輔君

才木　邦夫君、古賀　　巖君、原口　増穂君

富永　雅弘君、増本　一也君、斉藤　宏隆君

飯田　満治君、遠田　公夫君

高橋　理一さんの卓話に期待して。

井上　斉爾君、玉野　哲雄君

永年会員表彰および出席100％表彰ありがと
うございます。
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石井　正剛君、長富　正博君

誕生祝いありがとうございました。先週欠
席しましたので。

親睦活動委員会　井手　孝邦君

「知床旅情」合唱

『海上自衛隊への想い』

会員　高橋　理一君

平和なときにおける自衛隊の存
在は、大多数の国民から、国の独立と平和を
守り、ひいては国内外において国民を守ると
いうことで必要だという認識はもっていただ
いていると思うのですが、65年間も平和が継
続している日本で積極的に支持をいただいて
いるとは感じられません。全てが、欲しい時
に欲しい物が簡単に手に入る時代にあって、
「必要なときに作れば良い。」という感覚の人
が少なからずおられるような気がするのです。
しかし、近代的な装備品を輸入して、若い元
気な人を集めれば軍隊になるかと言えば、簡
単に役に立つ軍隊は出来ないと断言できます。
古来、「百年兵を養うは、一日にこれを用いん
がため」と言われております。
戦後65年、国内では浅間山荘事件や地下鉄

サリン事件等があったものの、おおむね平和
な時代でありました。災害派遣での支援はあ
るものの、航空自衛隊のスクランブル、陸上
自衛隊の残存爆弾の処理、海上自衛隊の残存
機雷の処分程度が自衛隊本来目的での使用で
した。平和なときの海上自衛隊は、装備品を
使いこなすための訓練と、装備品を使った監

視活動や情報収集、そして、これ等を必要な
ときに何時でも使える状況に維持しておくと
いう極当たり前のことを地道に実施しており
ます。必要なときに何時でも使える状況に維
持しておく、というのは簡単なように見えま
すが、案外難しいものです。

このため海上自衛隊では、教育・訓練／人
づくりをしております。一人前の海上自衛官
を育てるのに時間がかかるということをお話
します。
大学を卒業し海上自衛隊に入隊すると、江

田島の候補生学校で1年間教育・訓練を受けま
す。江田島での教育は、教えられたことを学
び体得するといった、多少、思考することが
少ない教育でした。防衛大時代は天下国家を
論じる教育ですが、江田島では、例えば時間
的に厳しい制約を与えるとか、深夜とか早朝
に突然訓練を発動するとか、体力の限界を演
出するとか、連帯責任をとらせ精神的な圧迫
を与えるとか、種々のストレス下での判断を
養成された感じがします。
卒業後、3等海尉に任官し、練習艦隊勤務と

なり、約2ヵ月の内地巡航と、約4ヵ月の遠洋
練習航海で教育・訓練をうけます。内地巡航
では、佐世保でも毎年お世話になっておりま
すが、風土・歴史・文化と共に国内の最先端
工場を研修し日本を知り、遠洋練習航海では
外国の歴史・文化や日本との関係を教育され、
視野を広め、外国との信頼醸成に努める大切
さを教えられました。その後、艦艇部隊と航
空部隊に分かれるのですが、艦艇部隊では、
その後の3年間に艦全体のことを理解するため
に3種類の士配置（砲術士・水雷士、通信士・
船務士、機関士・応急士）を経験することにな
っております。勤務を通じたOJTです。
艦艇部隊も航空部隊も、その道の専門家に

なるために、1年の幹部中級課程というコース
が設定されております。術科の専門家を育成
するコースです。幹部中級課程までは、勤務
評価だけで選抜されますが、上級幹部になる
人は、1年間の指揮幕僚課程又は専攻科に行く
必要があります。海上自衛隊の幹部自衛官に
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対して唯一試験により選抜される課程です。3
等海尉に任官して約十年、受験勉強でもして
リフレッシュさせると共にやる気のあるもの、
優秀なものを選抜して教育しなおすシステム
です。
更に10年を経過し40歳を過ぎた頃、一つの

職域で仕事をすると視野が狭くなる恐れが高
いと言うことで、1年間の幹部高級課程という
課程があります。この課程は、艦艇の運用者、
航空機の運用者、艦艇の装備・造修、航空機
の整備、経理・補給と多岐に亘る職域の相互
理解を図り、視野を広げ、海上自衛隊全体の
最適化を得ることを目的に設定されておりま
す。
振り返ってみると、海上自衛隊33年余の勤

務中約5年もの教育をうけております。一人
前？の自衛官を養成するには時間がかかりま
す。とは、言うものの教育そのものが目的で
はなく、部隊を動かすには幅広い経験を持っ
た人材が必要だということです。海上幕僚長
にはそれなりの、地方総監にはなる人なりの
経験と教育が必要と言うことでありまして、
遠洋航海を終了して任務課程を出ただけの人
には、それなりの任務が与えられており、将
来の海上自衛隊を担う人が継続的に育成され
ていく訳であります。

余談にはなりますが、江田島では、1年間、
自習の終了時、至誠に悖るなかりしか、言行
に恥ずるなかりしか、気力に欠くるなかりし
か、努力に憾みなかりしか、不精に亘るなか
りしか。という、五省を声に出しながら1日を
反省しておりました。起床から一日精一杯頑
張っても、結果に対する反省ですから、反省
事項がないことはありません。兵学校時代の
ように、思い当たるもの一歩前、歯を食いし
ばれ、等ということはないのですが、自分自
身の問題として反省すべきことが無いはずは
なく、忸怩たる思いは常に感じておりました。

ロータリークラブの4つのテストに似ている
ような気がしますが、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、皆のためになるか）が口にすべき前に評
価する感じなのに対し、発言後、行動後に評
価し反省しろというものです。ロータリーに
入り、4つのテストを読んで、江田島の五省を
思い出しました。

卓話の内容から外れますが、お願いがあり
ます。
このような教育をうけた人が、55歳、56歳

で退職されます。佐世保の女性と結婚された
方の中には、佐世保で職を得たいという方が
少なくありません。皆様のご支援を期待いた
しております。また、自衛隊には任期制隊員
という制度があります。高校卒業後、教育隊
に入隊し厳しい訓練に耐えます。陸・空に比
べると教育隊の途中での退職者はかなり多い
のが現状です。その後も、制約の多い艦艇勤
務等の厳しい任務に耐え、3等海曹の進級試験
に挑戦しております。入隊後7～9年、3～4任
期を過ぎると、30歳前後で退職せざるを得な
い状況に追い込まれます。郷里に戻る人も多
いのですが、佐世保を第2の故郷と思い、佐世
保に残りたい人もおります。高校新卒者に比
べ年齢は高くなっておりますが、社会性は高
く、忍耐力は着いております。求人の検討対
象に加えていただけると幸いです。
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クラブ会報委員会 委 員 長 芹野　隆英　　委　員 池田　　誠・小川　芳寛
副委員長 平尾　幸一　　 納所　佳民

＊次回例会予告＊

会員卓話　原田　　孝君


