
　　北RCの担当で9月28日㈯、行われます。
　	　ガバナーのご意向で、会長・幹事だけで
なく各クラブより数名の出席をお願いし
たいとのことです。

理事会報告
１．	台南RC60周年記念行事出席の件について
　　	台南RC記念式典及び行事日程の確認
　　2014年1月 9日㈭　歓迎晩餐会
　　　　　1月10日㈮　記念式典
　　　　　1月11日㈯　ロータリー旗	掲揚式
　	　お一人でも多くの会員の皆様にご参加
戴けますよう、当クラブのいくつかの訪
問プラン等を協議しております。

２．観月例会について
　	9月11日の観月例会について、段取りと出
席者の確認を行いました。

３．新会員研修会および懇親会について
　	11月13日㈬、スケジュール確認を行いま
した。

４．10月、11月の例会スケジュールについて
　	10月、11月の卓話者の確認、承認をいた
しました。

○国歌「君が代」
○ロータリーソング「それでこそロータリー」

	 会長　石井　正剛さん

　先日、埼玉、千葉では、竜
巻が大きな被害をもたらしま
した。九州地方には先週末の
台風15号につづき、17号が接
近しております。被害が出な
いことを祈っております。
　8月の暑さが嘘のように、9月の声を聞い
た途端に、秋雨前線の停滞も相まってどこ
からともなく秋風が吹き、過ごし易くなり
ました。
　先週はEUに関するお話をお伺いいたしま
したが、EUの隣国シリアでは、アサド政権
下、緊張状態が続いております。アメリカ
は無差別に化学兵器を使用したとする、「強
い確信」の元、今にも軍事介入するかの勢い
です。また、他国の動向は、その後はどうな
るのか、世界中が注目しています。さて、
日本はどんな立場をとるのでしょうか？
　ジャーナリストの山本美香さんがシリア政
府軍の銃撃により、命を落としたのは、ち
ょうど1年前のことです。本日は、そんな世
界情勢も見据えながら、名誉会員シリー
ズ、陸上自衛隊1等陸佐	曽田健史様に卓話
をお願い致しております。

市内8RC会長・幹事会報告
１．ガバナー公式訪問歓迎会について
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　【1日目】	14:00～15:00	 登録受付
　【2日目】	 7:00～	 7:30		朝のつどい
	 11:30～12:00	 閉会式
　登録料／全登録	5,000円　1日目	3,500円
　　　　　2日目	1,500円

■親睦活動委員会	 委員長　木村　公康さん
　来週9月11日は、観月例会と
なっています。18:30より富士国
際ホテルで行いますので宜しく
お願いします。

■資金推進・財団・米山委員会
	 委員長　溝口　尚則さん
　石井正剛会長より、年次プロ
グラム基金へご寄付をいただき
ました。

	 米倉洋一郎さん
　8月31日㈯に行う予定でした
朗遊会は、台風通過のため中止
といたしました。
　次回朗遊会は、10月12日㈯に
行います。

	 松尾　慶一さん
　去る8月21日に父親であります、故	松尾
勝美の葬儀におきましては、皆様より、お
花、御香料、また励ましのお言葉を頂き、
本当にありがとうございました。
　おかげをもちまして、葬儀を無事つとめる
ことが出来ました。心より感謝いたしまして
この場をお借りし、厚くお礼を申しあげさせ
て頂きます。ありがとうございました。

	 石井　正剛	会長
　松尾慶一会員より御尊父様ご逝去に際
し、友愛基金にご寄付いただきました。
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○卓話者
　陸上自衛隊西部方面混成団長兼
　相浦駐屯地司令
	 1等陸佐　曽田　健史	様
○ゲスト
　陸上自衛隊	相浦駐屯地	司令業務室長
　	 ２佐　森田　武春	様
○ビジター
　佐世保南RC	 太田　博道さん
　佐世保東RC	 市瀬久米嘉さん

	 幹事　増本　一也さん
１．台南RC
　	「	夏季号	2012～2013年度	季刊合本」が届
いております。

２．ロータリー囲碁同好会
	 日本支部	会長　石井　良昌さん
	 （2680地区PDG）
	 日本支部長　新藤　信之さん
	 （2750地区PDG）
　「第12回ロータリー全国囲碁大会」のご案内
　日時／2013年11月2日㈯　9:30	登録受付
　　　　10:00	開会式　16:30	表彰式
　会場／日本棋院会館(東京・市ヶ谷)
													1階対局場
　主催／ロータリー囲碁同好会日本支部　	
　ホスト／東京RC
　登録料／7,000円（昼食代、賞品等含む）

３．第2740地区ガバナー事務所
　	第2740地区ホームページが更新（8月29日、
30日、9月1日）されています。

４．地区RAC代表	 　川添　大樹さん
　　長崎北RAC	 会長　林　　直和さん
　　長崎RAC	 会長　江藤　　啓さん
　　長崎東RAC	 会長　松本　勇二さん
　第2740地区RAC一泊懇親会のご案内
　日程／平成25年10月5日㈯～6日㈰　
　開催場所／日吉青年の家（長崎市飯香浦町）

委員会報告

朗遊会より

幹 事 報 告

会葬のお礼



○項目
Ⅰ　西部方面混成団の概要
　　◦任務、編成
Ⅱ　陸上自衛隊の教育訓練
　　◦教育訓練の区分
　　◦ビデオ映像(約4分×3本)
Ⅲ　平成26年度「概算要求」について

○部隊の配置
　◦第19普通科連隊[即]（福岡駐屯地）　
　　	北部九州出身の即応予備自衛官招集訓練
　◦第5陸曹教育隊（相浦駐屯地）
　　主に西部方面隊の陸曹教育
　◦第118教育大隊（相浦駐屯地）
　　主に北部九州出身の新入隊員教育
　◦第113教育大隊（国分駐屯地）
　　主に南部九州出身の新入隊員教育

※	南部九州出身の即応予備自衛官招集訓練
は第24普通科連隊[即]／第8師団（えびの
駐屯地）が担任

○防衛力のあり方検討に関する中間報告
Ⅰ　	南西地域をはじめとする防衛態勢の強化
　(1)警戒監視能力の強化
　(2)島嶼部に対する攻撃への対応
　(3)	弾道ミサイル攻撃及び特殊部隊等への

対応
　(4)サイバー攻撃への対応
　(5)大規模災害等への対応
　(6)統合の強化
　(7)情報機能の強化
　(8)宇宙空間の利用促進

Ⅱ　日米同盟の強化

Ⅲ　	アジア太平洋地域における協力の推進
とグローバルな安全保障環境の安定化
への取り組み

Ⅳ　その他

	 親睦活動委員会　坂元　　崇さん
佐世保東RC	
パストガバナー　市瀬久米嘉さん
　台風一過、8月の猛暑をとばして涼しい日
となりました。半年ぶりのメークアップで
す。お世話になります。

佐世保南RC　太田　博道さん
　いつもお世話になっております。

石井　正剛会長、増本　一也幹事
納所　佳民副幹事、富永　雅弘さん
田中丸善弥さん、松瀬　茂雄さん
圡井　弘志さん、芹野　隆英さん
坂元　　崇さん、中村　徳裕さん
佐々木秀也さん、梅村　良輔さん
川口　博樹さん、福田　金治さん
田中丸善保さん
　陸上自衛隊西部方面混成団長兼相浦駐屯
地司令	曽田健史様の卓話に期待して。

『陸上自衛隊の教育訓練』
　陸上自衛隊
　西部方面混成団長兼
　相浦駐屯地司令
　　１等陸佐　曽田　健史	様

○任務
　新入隊員、陸曹候補生、予備自衛官等の
教育訓練
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ニコニコボックス

ニコニコボックス	 本日合計	　17,000 円

	 累　　計	 222,000 円

◇

卓　　話
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（今週の担当　目黒　誠之）
（カメラ担当　城島　一彦）

クラブ会報・広報委員会 委 員 長　長富　正博　　 委　員　大久保利博 ・ 白田　浩一
副委員長　目黒　誠之　　 　　　　城島　一彦 ・ 佐藤　　淳

＊9〜10月  例会予定＊　

　9月18日	 会員　松尾　慶一さん
　9月25日	 佐世保市ＰＴＡ連合会会長
	 	 中倉　まち子	様
10月 2日	 長崎新聞社	 記者　北川　亮	様
10月 9日	 させぼパール・シー㈱
	 	 代表取締役　廣山　芳宣	様

○富士総合火力演習の概要
目的：	陸上自衛隊富士学校の学生に対し、

現代火力戦闘の様相を認識させる
意義：◦	陸上自衛隊が外部に公開する演習

の中で最大規模
　　　◦	戦車やヘリコプター、火砲など多

種多様な装備品の実弾演習を間近
に見ることが可能

時期：毎年8月頃
場所：東富士演習場
H25の状況：
　◦	8月25日㈰、隊員約2,400名、戦車・装
甲車約80両、各種火砲約80門、航空機
約30機、海上自衛隊からは対潜哨戒機
P-3Cが参加し、島嶼部における陸・
海・空の統合による作戦様相を展示。

　◦	10式新戦車や中距離多目的誘導弾によ
る射撃あり。

　◦	約31,000名が来場。

○島嶼部に対する攻撃への対応
①水陸両用機能の整備
　◦水陸両用準備隊(仮称)の編成

　◦	水陸両用機能強化に向けた教育訓練基
盤の整備

　◦艦艇の水陸両用戦能力の向上（4億円）
　◦水陸両用車の参考品購入（2両	13億円）
　◦	米国における水陸両用機能強化のため
実動訓練

②	迅速な展開のための輸送力及び機動力の
向上
③航空優勢の確保
④海上優勢の確保及び海上交通の安全確保
⑤南西地域の自衛隊の態勢充実

○教育訓練の区分


