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会長　飯田　満治君
何か日本の気候が熱帯地方に

なったような毎日です。極端な
暑さの後にスコールまがいの瞬
間的な豪雨です。以前に訪れた、
フィリピンやインドネシアの気
候を思い出します。そのような暑さの中に、
この25日の日曜日、武雄で地区社会奉仕部門
の研修会が開かれましたので、古賀幹事と一
緒に出向いてまいりました。地区内の57ロー
タリークラブのそれぞれの会長や担当委員長
が勉強いたしました。ちょうど隣の席が平戸
ロータリーの柿添会長でした。「このような
真夏の日に炎天下でゴルフをするのと、日曜
日の暑い中一日中会議をするのは、どちらが
健康のためいいのですか？」と柿添ドクター
におたずねしたところ、「すべては気の持ち
ようです。いやいやの参加ならストレスがた
まり体に悪影響を与えます。」という返事で
した。そこで、つとめて、今日は楽しい一日
だと自らに思い込ませて、しっかり勉強いた
しました。
季節の変わり目は、大売り出しの季節でも
あります。佐世保では23日より市内で使える
振興券の発売が昨年に引き続いて始まりまし
た。市民にとってお得な割引の振興券を使っ
て、夏の商戦が一層賑やかになることを祈っ

ています。
さて今日は、護衛艦「さわぎり」の艦長の
柴田さんにお越しいただきました。ソマリア
沖での海賊対策の任務を背負って、重責の中、
無事役目を果たし帰還されました。政権交代
でわが国の防衛政策も大きく揺れ動いていま
すが、いかなる状況でも国民の生命財産を守
る崇高な仕事は、極めて意義深い仕事であり
ます。お話を楽しみにお聞きしたいと思って
います。

○ロータリーソング「それでこそロータリー」
○卓話者
海上自衛隊　護衛艦「さわぎり」
艦長　二等海佐　柴田　公雄様

○ゲスト
長崎国際大学RAC
会長　松永　夕加さん　
幹事　川嶋　早紀さん
国際奉仕委員長
〃　副委員長　山口モナミさん
会計　宮田　絵里さん

キム ヒョン ミン 
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〈増闢委員長挨拶〉
RIテーマ・地区テーマをうけて、委員会テ

ーマを「原点に立ち戻って、そして行動しよ
う！」とした。
社会奉仕とは、ロータリークラブの活動の
一環として、地域に住む人の生活基準を向上
させる為に行う活動であると考える。
親睦活動も奉仕活動も大切であり、親睦と
奉仕の調和が大事である。

〈田口パストガバナー講話〉
若いロータリアンを育むべきである。
会員数が激減しているが、2740地区では高
城ガバナーのときに８名増加になっている。
しかし、若い人がロータリーに顔を向けてく
れないのが、今後の課題。
今年の規定審議会で、各地区２つまでEク

ラブが認められたが、東京地区から上程され
ている。マリアナ諸島などが範囲に入ってい
るクラブがあるので、メークアップしにくい
という現状があり、会員を減らさない為に認
められた。
社会的に鬱病が増加しており、この問題に
は現在ロータリアンは取り組んでいないの
で、一考しても良いのではないか。

〈事例報告〉
地区内57クラブからすべて、事例発表があ
った。
例会時のクールビズ、エアコンの温度設

定、マイハシ運動など、エコ運動が増えてき
ている。
佐世保北クラブの、今年で20年になる小中
学校へのアメリカハナミズキの植樹活動（四
つのテストの銘板と一緒に植樹）が注目を集
めていた。

■60周年記念式典行事委員会
総務委員長　円田　　昭君

活動報告書内に創立60周年記
念式典行事委員会組織図が入っ
ています。皆様、自分がどの委
員会に入っているか確認をお願
いします。

幹事　古賀　　巖君

１．ガバナー会議長 上野　　操君
「入りて学び　出て奉仕せよ」例会場前掲
示幕　ご案内

２．第2740地区
第5グループガバナー補佐 福田　金治君
第6グループガバナー補佐 志久　雄三君
第5・6グループロータリークラブ会員研修会
出席のお礼

３．第2740地区ガバナー 高原　武彦君
社会奉仕地区委員長 増G幸一郎君
社会奉仕部門前期研修セミナー出席のお礼
後期予定　12月4日貍

４．佐世保南ロータリークラブ
佐世保東ロータリークラブ
「クラブ現況と活動計画書・前年度活動報
告書」が届いております。

■出席・例会委員会　委員長　平尾　幸一君
7月22日貅に九十九島観光ホテ
ルにおきまして、第2740地区第
5・6グループロータリークラブ会
員研修会が開催されました。
全体で134名の出席者があり、

当クラブから最多の29名の方に出席いただき
ました。ご協力ありがとうございました。

■国際ロータリー第2740地区
2010～2011年度社会奉仕部門前期セミナー報告

幹事　古賀　　巖君

日　時／2010年7月25日豸
13:30～17:00

場　所／武雄センチュリー
ホテル

出席者／飯田満治会長、古賀　巖幹事
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また、第1回実行委員会を8月18日貉 午後6
時30分から富士国際観光ホテル開催いたしま
す。各部会長及び各委員会の正・副委員長は
参加をお願いいたします。
皆様の知恵を拝借し、有意義な委員会とい
たしたいので、多くの方々の参加を期待して
います。

■ローターアクト委員会
委員長　F木　友輔君

ロータリーの方々に長崎国際大学RACのメ
ンバーを認識いただきたいと思い、メンバー
10名中の5名を紹介いたします。

会長　　　　　　松永　夕加さん
幹事　　　　　　川嶋　早紀さん
国際奉仕委員長
〃　副委員長　山口モナミさん
会計　　　　　　宮田　絵里さん

長崎国際大学RACは、この5名のメンバー
を中心に、4ヵ月前から活動しております。
どうぞよろしくお願い致します。

米倉洋一郎君
●「朗遊会」入会のご案内

一人でも多くの方のご入会、ご継続をお
願い致します。
●第1回 朗遊会開催のご案内

日時／平成22年8月22日豸
集合12 : 06 スタート12 : 36

場所／佐世保カントリー倶楽部　石盛岳コース
TEL（0956）49-5654

親睦活動委員会　F木　友輔君
○結婚記念月のお祝い

溝口　尚則・圭子様ご夫妻（29日）

親睦活動委員会　委員長　富永　雅弘君

佐世保南RC 会長　鶴田　　司君
こんにちは。うだるような暑さが続いてお
ります。会員の皆様には熱中症等に気をつけ
てお過ごしいただきたいと思います。
7月22日の佐世保RC主催の第5・6RC会員研
修会では大変お世話になりました。
翌7月23日、例会日に新入会員（1年未満の
7名）が、研修会での内容を発表させていた
だきました。安部パストガバナー、福田ガバ
ナー補佐にロータリーの基礎から教えていた
だき有り難うございました。

安部　直樹君
本日は長崎国際大学RACの新執行部が挨拶
に来ております。今年度も宜しくお願い致し
ます。

飯田　満治会長、木村　公康副会長
古賀　　巖幹事、増本　一也副幹事
富永　雅弘君、中村　徳裕君
有薗　良太君、高橋　理一君
加納洋二郎君、円田　　昭君
海上自衛隊「さわぎり」艦長の柴田公雄様
の海賊対処法任務の完遂及び卓話に感謝して
ニコニコします。
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岡　　英樹君
先週、永年会員表彰をいただき、ありがと
うございました。

溝口　尚則君
結婚記念月のお祝いありがとうございます。

『ソマリア湾での海賊対処について』

海上自衛隊護衛艦「さわぎり」
艦長　柴田公雄様

伝統ある佐世保ロータリークラ
ブで、海上自衛隊の国際支援の活動を報告で
きる機会をいただき光栄と思っております。
まず今回の主旨について2点お話します。
まず「海賊」の問題を解決するためには、

無政府状態にある「ソマリア」の問題を解決
しなければならないということ。
次に、海上自衛隊の隊員全員が、真摯な気
持ちで一生懸命任務の完遂に取り組んだこ
と。そして海上自衛隊の場合、航空自衛隊や
陸上自衛隊と違って、選抜された隊員が行く
のではなく、護衛艦が選ばれたらその乗組員

全員が行くということをお伝えしておきたい
と思います。

（1）海賊行為が生起する背景

直接的要因としては、氏族間の争いにより
無政府状態にあり、地場産業もなく、外国漁
船による地元漁民への侵害もあり、経済的困
窮があります。
また、高額な身代金が、高級車の購入や、

建設事業などによる地元経済への還元とな
り、また武器調達も可能になるなど、人質ビ
ジネスが巨大化している状況があります。

（2）国際社会の取り組み

◇ソマリア沖海賊対策に関する国連安保理決議
海賊制圧に必要なあらゆる措置を許可等
◇EU諸国海軍部隊
2008年12月8日から1年間、WFP（世界食糧
計画）契約船舶等の護衛及び商船の保護を
目的にEU軍として活動を開始
◇NATO
常設海軍部隊であるSNMG1(2)が海賊対処
活動を開始
◇米国を中心とする有志連合諸国
海賊対策専従の部隊を作り活動開始
◇中国、ロシア、インド等　
独自に海軍を派遣し活動中
海賊対処には国際社会の協力が必要です。

（3）我が国の取り組み

我が国では、海賊行為を海上における公共
の安全と秩序の維持に対する重大な脅威と定
義されております。自ら海上における公共の
安全と秩序の維持に取り組むと共に、国際的
な責任を積極的に果たしていくことが必要で
あります。海賊の多発により、21年3月13日
に新法整備までの応急措置として海上におけ
る警備行動が発令されました。続いて、21年
6月19日に「海賊行為の処罰及び海賊行為へ
の対処に関する法律」が成立し、保護対象船
舶がすべての船舶となり、また近接を阻止す
るための射撃も可能となって、適切かつ効果
的な対応がとれるようになりました。
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（4）海自艦艇・航空機の派遣
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（今週の担当：高橋　理一）
（カメラ担当：松尾　文隆）

クラブ会報委員会 委 員 長 松尾　文隆　　委　員 石井　正剛・幸良　秋夫
副委員長 納所　佳民　　 三浦桂一郎・高橋　理一

＊次回例会予告＊

卓話予定者　平戸ロータリークラブ
会長　柿添　圭嗣君

事務局盆休み　8月12日貅～16日豺

活動計32回、283隻の護衛を実施するなか
で、活動中に日本の豪華客船飛鳥Ⅱのそばを
併走した際に、感謝や応援のメッセージを横
断幕にして掲げ、多くの乗客のみなさんから
手を振っていただきました。そのときには、
その状況を見ることができるよう乗員を甲板
に集め、乗員一同で活動が役に立っているこ
とを実感しました。
60周年を迎えられる佐世保ロータリークラ
ブのますますのご発展と、会員のみなさまの
ご健勝を祈念して、ご報告を終わります。

日本とアデン湾の位置関係 ソマリア海賊等発生状況（2010年）


