
（1）

平成 00 年 00 月 00 日 第 0,000 回例会 NO22 9 15 2,947 10

《本　日》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・免除者欠席　　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・免除者欠席　　名・欠席　　名・メークアップ　　名・修正出席率 ％
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会長　飯田　満治君
民主党代表選で菅さんが改め

て選出されました。それぞれの
皆様の思いもあられることだと
考えます。わが国の輝ける将来
の構築にしっかり取り組んでい
ただきたいと思います。さらに私たちは経
済人ですので、景気浮揚、特に地方の振興
に力を尽くしていただきたいと願うもので
あります。
さて、お願い事項です。11月に有田ロータ
リークラブが主管いたします地区会員大会の
チラシを、セルフボックスに配布いたしてお
ります。有田ロータリークラブは、私たちの
佐世保ロータリークラブがスポンサーとなっ
て創立されたクラブです。今月の理事会で、
理事・役員、及び入会3年未満の会員の皆様
の登録義務を決議させていただきました。27
名の皆様です。よろしくお願いします。
内容的にも、大変興味深い企画でござい

ます。出席義務以外の皆様も、ぜひご検討
のうえ、登録いただきますようお願いしま
す。隣の町の有田で開催される地区大会に、
多くの会員の皆様と一緒に参加して楽しみ
たいと思います。
本日の卓話は、海上自衛隊佐世保地方総監
部 総監 加藤耕司様です。大変お忙しい中に

お越しいただきました。感謝申しあげます。
天然の良港から生まれた佐世保の街でありま
す。佐世保ロータリークラブの名誉会員でも
あられます総監のお話を楽しみに致しており
ます。

○ロータリーソング「我らの生業」
○卓話者
海上自衛隊佐世保地方総監部

総監 加藤　耕司様
副官 芦原　裕治様

○ビジター
佐世保南RC 竹田磋智夫君

幹事　古賀　　巖君
１．第2740地区2010-2011年度ガバナー

高原　武彦君
地区大会実行委員長 岡部　景光君
2010-2011年度地区大会のご案内

11月5日貊 8:28 スタート
記念ゴルフ大会
会場：若木ゴルフ倶楽部

5日貊 17:00～受付
RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会
会場：大正屋

会　長　挨　拶

例 会 記 録

幹 事 報 告

2010～2011年度 テーマ BUILDING  COMMUNITIES,  BRIDGING  CONTINENTS　― 地域を育み、大陸をつなぐ ― 
2010～2011年度 R.I.会長 レイ・クリンギンスミス（カークスビルRC・アメリカ） 

佐世保ロータリークラブ 
会　長蘆飯田　満治　　　幹　事蘆古賀　　巖 
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



藺創立60周年記念行事実行委員 大枠予算を
2,000万円とし、各部会の予算枠をそれぞ
れに提示します。

藺部会開催について
部会開催費は、基本的に出席者の負担とし、
不足分を部会費から補填。

■出席・例会委員会 委員長　平尾　幸一君
先週の週報に掲載されました

前々回の出席報告に誤りがあり
ましたので、本日配布された週
報に前々々回の出席報告を掲載
いたしました。申し訳ありませ
んでした。

朗遊会幹事　納所　佳民君
第2回朗遊会開催のご案内

日時／平成22年10月16日貍
時間／スタート　9:00～10:00
※後日組み合わせ表をお渡しします。

場所／佐世保カントリー倶楽部石盛岳コース
参加費／2,000円

出席・例会委員会　円田　浩司君
○永年会員表彰

井手　常博君（26年）
中島　祥一君（25年）

11月6日貍 9:00～受付　会長・幹事会
10:30～大会四委員会
会場：有田ポーセリンパーク
11:00～受付　本会議
会場： の博記念堂
18:00～受付　懇親会
会場： の博記念堂

11月7日豸 13:30～開場
記念講演：江上栄子氏
会場： の博記念堂文化ホール

地区大会パンフレット、登録申込書をセル
フボックスに入れております。

２．第2740地区ガバナー事務所
①地区ホームページ
9月9日、10日、13日更新のお知らせ
②9月13日　ハイライト米山　127
③麻薬・覚せい剤乱用防止センター
ニュース第83号

３．佐世保中央ロータリークラブ
会長　田雑　豪裕君

20周年実行委員長 長富　寿人君
創立20周年記念式典・祝賀会のご案内

日時／平成22年10月14日貅
式典18:00 祝賀会 19:00

場所／九十九島観光ホテル

４．佐世保東南ロータリークラブ
会長　古川　幸造君

「クラブ現況と活動計画書・前年度活動報
告書」

■60周年記念実行委員会
委員長　中島　祥一君

創立60周年記念行事実行委員会
調整会議を開催しました。
日時／平成22年9月14日貂

18:30～20:00
場所／サンホテル飯田
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委 員 会 報 告

慶　　　祝

朗 遊 会 よ り
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指揮　井手　孝邦君

「鉄道唱歌　―東海道編―」合唱

『中国の海洋進出』
海上自衛隊佐世保地方総監
加藤　耕司様

■最近の東シナ海情勢
○尖閣諸島EEZ内で中国漁船が海保巡視船に
接触
蘆中国漁業監視船が接続水域（領海）内に
（中国主権の主張　中国漁船を保護）
蘆東シナ海EEZ内で「海監51」が海保測量船
に測量中止要求（中国主権の主張）

○周辺海域における中国艦艇の跳梁
蘆東海艦隊による太平洋での艦隊行動（本
年4月）
蘆情報収集艦 YangBing による本邦周回
（2000年5～6月）
蘆漢級SSNによる宮古島領海侵犯（2004年11月）
蘆ウラジオ訪問部隊による本邦周回（2008年
10月）

■東シナ海資源獲得のための海洋権益拡大の

野望）

○EEZとは
蘆沿岸国の権利：水産資源および鉱物資源
などの非生物資源の探査と開発に関する
権利（資源の管理や海洋汚染防止の義務）
蘆軍事的調査、科学的調査、資源調査
○東シナ海における日中のEEZ 主張
○中国の海洋関連国内法整備
○東シナ海海洋調査に関する事前通報制度

■中国の海洋戦略

― グローバルな覇権獲得 ← 経済発展維持 ←

資源獲得競争に勝つ ← 海洋権益（領土）拡大

←既成事実の積み上げ←海軍力の後ろ盾―

ニコニコボックス 本日合計 25,000円

累　　計 241,000円

◇

卓　　話

○出席100％表彰

西村正一郎君（29回）
原口　増穂君（4回）
加藤　陽一君（2回）
小川　芳寛君（2回）
闍木　友輔君（1回）
松本　由昭君（1回）

親睦活動委員会　川冨　正弘君

飯田　満治会長、古賀　　巖幹事
増本　一也副幹事、木村　公康君
加藤総監の卓話に期待し、益々のご活躍を
祈念してニコニコします。

円田　三郎君、円田　浩司君、福田　金治君
富永　雅弘君、梅村　良輔君、中島　祥一君
有薗　良太君、加納洋二郎君、川冨　正弘君
納所　佳民君、芹野　隆英君、加藤　陽一君
松本　由昭君、中村　徳裕君
加藤総監の卓話に期待して。

井手　常博君、中島　祥一君、原口　増穂君
加藤　陽一君、F木　友輔君、松本　由昭君
永年会員表彰および出席100％表彰ありが

とうございます。

ニコニコボックス

歌 の 時 間
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（今週の担当：納所　佳民）
（カメラ担当：石井　正剛）

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

オリンパス㈱福岡支店長　徳植　弘道様
「オリンパスの事業と今後の展望」

○太平洋進出
【台湾海峡ミサイル危機（1996）】
・台湾総統選において独立志向の李登輝
優勢の観測
・中国はキールン沖にミサイルを撃ち込
む桐喝、牽制。対米 ICBM 威嚇
・Nimitz BG, lndependence BG投入により
中国は演習中止、事態収拾
・中国にCVBGトラウマ
蘆Anti Access，Area Denial
蘆第1・第2列島線
蘆艦船攻撃用弾道弾開発

○南シナ海
蘆海南島南方70NMの公海におけるUSNS
Impeccable 事件（2009年3月）
蘆チベット、台湾に次ぐ「核心的利益」→
我が海に

○インド洋
蘆海賊対処
蘆String of Pearls（目的：エネルギー安全保
障、軍事的影響力の強化）
蘆病院船のアフリカ派遣
○北極海資源獲得競争

■中国の海軍力整備

○海軍の台頭、呉勝利の強力なリーダーシップ
○海軍創設60周年記念国際観艦式
○三戦
○中国の国防予算


