
（1）

○台南RC姉妹クラブ締結更新訪問について
　平成24年11月19日～21日
　参加会員	12名

◯新会員研修会・歓迎懇親会について
　平成24年11月28日㈬
　　16:00～	新会員研修会
　　18:30～	歓迎懇親会
　レオプラザホテルにて

○忘年家族会について
　平成24年12月15日㈯　18:30～
　佐世保玉屋	7F文化ホールにて

○年次総会について
　平成24年12月5日㈬　12月の第1回例会時
に次年度役員・理事の発表を石井会長エレ
クトにして頂きます。

　以上理事会の報告を致しまして会長挨拶
といたします。有り難うございました。

◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「我らの生業」
◯卓話者
　佐世保海上保安部長　七

ななうら

浦　弘
ひろゆき

幸	様

◯ゲスト
　佐世保海上保安部　　内

うちぞの

薗　善
よしつぐ

嗣	様

	 会長　長島　　正さん
　皆さん今日は。本日は11月最
初の例会です。今月はロータリ
ー財団月間となっています。
　私達がよく耳にする事です
が、ロータリーの奉仕活動を
推進するエンジンは財団であると言われて
います。そして、私は本年度のクラブ運営
方針の一つに、ロータリー財団・米山奨学
会・ポリオ撲滅への寄付活動に力を入れる
事をあげています。
　先月、私も米山記念奨学会とポリオ・プラ
スへ寄付をさせて頂きました。今年度、ポ
リオ・プラス委員長として玉野哲雄さんが地
区へ出て頂いています。ロータリー財団委
員会委員長に藤井	隆さん、財団奨学・米山
委員会委員長に長富正博さんと、それぞれ
担当していただいています。寄付のお願い
は、なかなかしにくく、ご協力頂くタイミ
ングの問題もあると思います。私から皆様
へお願いし、個別に各委員長さんからもご
依頼があると思います。今月が財団月間と
いう事でありますので、可能な範囲でのご
協力を宜しくお願い致します。

　さて、本日は例会に先立ちまして理事会
を開催いたしました。理事会の報告をさせ
ていただきます。
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親睦活動委員会	 委員長　中村　徳裕さん

佐世保RC男声合唱団
練習日程変更のお知らせ
　12月15日の忘年家族会での
本番に向けて、すでに練習中
ですが、次回及び次々回の練
習が都合により変更になります。次週、新
しい練習日程を発表します。よろしくお願
いいたします。

	 親睦活動委員会　委員長　中村　徳裕さん

長島　　正会長、平尾　幸一さん
松本　由昭さん、飯田　満治さん
　佐世保海上保安部長	七浦弘幸様の卓話に
期待してニコニコします。

遠田　公夫さん
　今週10日、土曜日、佐世保で初めての食
べて飲んで佐世保を活性化する為のイベン
ト、第1回させぼバルさるく、やっと開催に
こぎつけました。今、広がりつつある、ス
ペインの祭りで、ちょっと気になるお店、
敷居の高い店、夫婦で頑張っている地元の
お店が、41店舗参加する一晩限りのイベン
トです。
　700円のチケット5枚つづりを1冊3,500円
で買うと、市内有名店の中から5つのお店を
選んで、それぞれのお店の特別料理と飲み
物を楽しめます。つまり、1店舗わずか700
円で、ロータリアン行きつけの銀寿司、ワイ
ンバーすぎもと、ライブハウス・イーゼル、
クッチーナ・クオーレやレガロキッチン、そ
の他中華、居酒屋などなど市内有名店41店
舗を選んで楽しめます。美味しいものを少
しずつ、色々楽しみたい女性にぴったりの
イベントで、あちこちで会話の輪が広がり
ます。普段の罪滅ぼしも兼ねて、是非、奥
様にプレゼントはいかがですか？

	 副幹事　平尾　幸一さん

１．㈶ロータリー米山記念奨学会
	 理事長　板橋　敏雄さん
　	会長	長島　正さんへ、第1回米山功労者
感謝状、感謝状ケース（青色）贈呈

２．国際ロータリー第2740地区ガバナー
	 福元　裕二さん
　　ロータリー財団委員会
	 委員長　石坂　和彦さん
　第3回ロータリー財団委員会のご案内
　　日時／平成24年11月17日㈯　
　　　　　13:30～	昼食（ご希望者はご遠慮なく）
　　　　　14:00～	委員会
　　　　　16:00		終了予定
　　場所／西九州大学神園キャンパス
　　対象者／玉野哲雄ポリオ・プラス地区委員長

３．国際ロータリー第2740地区ガバナー
	 福元　裕二さん
　ガバナー月信誤掲載についてお詫び
　　11月号雲仙RC公式訪問集合写真誤掲載

４．第2740地区	福元裕ニガバナー事務所
　	ホームページ更新（10月31日、11月1日、2日）
のお知らせ

５．佐世保東RC	 会長　入江　昭彦さん
　　	 記念誌委員長　長野　公道さん
　「創立45周年記念誌」刊行のお知らせ

ニコニコボックス

委員会報告幹 事 報 告
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　尚、夕方5:30から、アーケード内の「く
っけん広場」と夜店通りの「山縣パラダイ
ス」では、市民先着500名に無料で、佐世保
の地酒と九文調理師学校の生徒が作ったオ
ードブルの振る舞いがありますので、是非
お越しください。皆様、ご支援、ご協力あ
りがとうございました。

中村　徳裕さん
　「させぼ	de	まちコン」に参加者のご紹介を!!
　させぼのまちのイベントとして、1,000人
規模の「まちコン」を11月23日（金・祝）に開
催します。皆様のお知り合いのご子息、又
は、社員様に独身の方がおられましたら是
非、参加のご協力をお願いします。
※	独身者を1名連れて来ていただくと、既婚
の方でも参加できます（同性2名での申し
込み）。締め切りは今週末11月10日です。

　名誉会員	朝長則男佐世保市長も少子化対
策として力を入れてくださっております。
（中村は実行委員長を仰せつかっております）

佐々木秀也さん
　誕生日のお祝いありがとうございます。

『海上保安業務について』

　佐世保海上保安部長
　　七浦　弘幸	様

　海上保安庁は、戦後昭和23
年にできた新しい組織で、国土交通省の外
局の一つです。人員は、全体で約12,000
名。予算は約1,800億円と、自衛隊、警察、
消防と比べるとずいぶんと小さな組織とい

えますが、業務は多岐にわたっています。
これら組織と任務は、「海上保安庁法」とい
う法律で定められています。
　海上保安庁は、全国を11の管区に分けて
いますが、佐世保海上保安部は、第七管区
に所属しています。当部の管轄は、佐世保
を中心とする長崎県北部海域と大村湾で
す。船艇勢力は、当庁全体で大小合わせて
451隻、航空勢力が72機。佐世保海上保安部
には、平戸海上保安署を含め8隻の船艇が配
備されています。
　海上保安庁の任務ですが、「５つの使命」
があります。１「治安の維持」、2「海上交
通の安全確保」、3「海難救助」、４「海上防
災及び海洋環境保全」、５「国内外関係機関
との連携協力」の5つです。佐世保海上保安
部は、これら５つの使命の中でも特に、佐
世保港には軍事・防衛の基地があるという
特色から、米国の原子力空母や潜水艦が出
入港する度に治安維持のための海上警備
を、また、韓国と国境を接しているという
特色から密輸・密航の取り締りを中心に業
務を実施しています。
　次に、今話題の海洋権益についてお話し
ます。海は、ローマ時代においては、誰の
ものでもなく、自由に開放されていました
が、科学技術の発達とともに人類が大洋に
進出するようになり、漁業権や通航権など
各国の権利が衝突し始めました。そこで、
国連で長年議論された末、平成６年に「国
連海洋法条約」が発効し、我が国は平成８
年にこれを批准しました。歴史的にみる
と、海は「自由」であるものから、「管理」
するものへ変化したといえます。
　国連海洋法条約によると、沿岸国は、自
国の主権が及ぶ「領海」を設定し、その外
側に漁業や鉱物資源に対する権利等が認め
られる「排他的経済水域（EEZ）」や「大陸
棚」を設定することができます。
　日本の海は、国土の約12倍、世界第６位
の広さを誇っています。我が国は、この広
大な海において、資源の探査や開発などの
施策を推進していますが、中国、韓国等の

ニコニコボックス	 本日合計	 　8,000 円

	 累　　計	 384,000 円

◇
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（今週の担当　坂本　　敏）
（カメラ担当　見藤　史朗）

クラブ会報委員会 委 員 長　才木　邦夫　　 委　員　黒木　政純 ・ 圡井　弘志
副委員長　髙瀬　宏滋　　 　　　　坂本　　敏 ・ 見藤　史朗

＊11月　例会予定＊

11月21日	 会員卓話
	 九州電力㈱相浦発電所

	 所長　城島　一彦さん

11月28日	 トータルビジネスマネジメント㈱
	 代表取締役社長　穎川　武司	様

近隣国も海洋進出の動きを活発化させていま
す。また、我が国は、北方領土及び竹島に係
る領土問題、尖閣諸島に係る中国等による領
有権主張問題等を抱えています。更に、日本
海や東シナ海では沿岸国との距離が400海里
に満たないため、各国間の合意が得られず未
だに境界線は定まっていません。
　このような状況下、２年前、尖閣諸島周辺
の我が国領海内で、中国漁船が当庁の巡視船
に衝突してくる事案が発生するなど、我が国
周辺海域では緊張が高まっています。
　私どもは、領海や排他的経済水域を航行
する外国船舶に対して、国際法等の様々な
制約を受けながら、厳しい気象・海象条件

の下で、昼夜を問わず監視警戒を行い、日
本の海を守っています。今後とも皆様のご
理解とご協力をよろしくお願い致します。


