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	 会長　田中丸善弥
　皆さん今日は。ニュースを
見ておりましたら、昨日は
「ハロウィーン」ということ
で、東京･渋谷、そして全国で
仮装やお化けのコスチューム
をした人たちが「トリック･オア･トリート」
で大いに盛り上がったようです。外国の祭
りも、いつの間にか自分たちでアレンジし
て取り込み、日本流に楽しんでいるなと感
じました。
　さて、早いもので11月になりました。今
月は「ロータリー財団月間」となっており
ます。1928年にロータリー財団として正式
発足、資産は7億ドルだそうです。日本の
ロータリークラブも多大な貢献をしていると
のことです。財団のプログラムの中に、
1.ポリオプラス、2.教育プログラム、3.人道
補助金プログラムなどがあります。我が佐
世保RCからは溝口尚則さんに地区担当委員
長として出向して頂いております。特に
「世界ポリオデー」（10月4日）では、世に広
くアドボカシー（擁護、支持、唱導の意）を
ロータリーとして推進しているのです。
我々も勉強して、微力ながら賛同の意を表
して参りたいと思います。
　さて、本日は第5回理事会を開催しまし
たので報告をさせて頂きます。
１．年次総会について
２．忘年家族会予算及び実施内容について

３．	委員会上期事業報告及び下期事業計画
書提出について

４．	新入会員候補者手続きについて
５．	出席規定適用申請書提出について
６．	2016-17年度地区ポリオプラス委員長推
薦について

７．	地区大会について
８．	12月例会プログラムについて
９．	第6回理事会日程について
10．	第4回理事会議事録の確認について
11．	創立65周年記念事業について
12．	第28回全国ローターアクト研修会並びに

第13回アジア太平洋地域ローターアクト
会議について

13．	その他

◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「それでこそロータリー」
◯卓話者
　海上自衛隊佐世保地方総監
	 	 海将　山下　万
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	 幹事　芹野　隆英
１．RI日本事務局財団室
　「	ニュース 2015年11月号」が届いており
ます。
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会 長 挨 拶

例 会 記 録

幹 事 報 告



　本日、例会終了後に、創立
65周年記念式典についての打
ち合わせを行います。各委員
会の委員長、並びに副委員長
の方々は、ご出席をよろしく
お願いいたします。

■地区ポリオ・プラス委員会
	 委員長　溝口　尚則
　ナイジェリアにおいて、ポリ
オが根絶され、アフリカでの
ポリオ発生が１年間０となっ
ています。これを記念してぜ
ひニコニコをお願いします。
　ポリオ寄付金（11月4日例会場）¥45,000

	 親睦活動委員会　石田　謙二
田中丸善弥会長、芹野　隆英幹事
坂元　　崇副幹事、富永　雅弘さん
梅村　良輔さん、増本　一也さん
有薗　良太さん、古賀　　巖さん
　海上自衛隊佐世保地方総監	山下万喜海将
の卓話に感謝して。

増本　一也さん
　昨日「佐世保くんち」も無事終了致しま
した。本日お見えの山下総監のご尽力で海
上自衛隊佐世保音楽隊にも御旅所で演奏を
して頂き、感謝致しております。
　踊り町として、松浦町公民館にご協賛し
て頂いた皆さまにも、重ねて感謝申しあげ
ます。

田中丸善弥会長
　先週、結婚記念日のお祝いをいただきま
した。一週遅れですがニコニコします。

大神　吉史さん
　（前回例会お休みしておりまして）結婚記
念日のお祝いありがとうございました。

２．神埼RC	 	会長　陣ノ内久昭さん
　神埼ロータリークラブ創立30周年記念式典
　祝電のお礼が届いております。

３．第2740地区ガバナー	 太田　善久さん
　　副ガバナー	 宮㟢　清彰さん
　　社会奉仕委員長	 帯屋　　徹さん
　社会奉仕セミナー開催についてご案内
　　日時／2015年11月29日㈰
　　　　　13:30開会〜　17:00閉会（予定）
　　会場／大村競艇場イベントホール
　　クラブ出席者／	クラブ会長または幹事、

クラブ社会奉仕理事（委員長）

４．佐世保中央RC	 	会長　溝上純一郎さん
　　25周年実行委員会会長	福田　英彦さん
　	創立25周年記念式典祝賀会ご臨席お礼状
が届いております。

５．第2740地区ガバナー事務所
　2740地区ホームページ更新のお知らせ　
　ホームページアドレス	http://www.d2740.org/

■青少年奉仕委員会	 委員長　坂本　　敏
　先週10月31日㈯･11月1日
㈰、長崎国際大学の開国祭に
行って参りました。私の他に
山口委員長、山田さんにもお
手伝いいただき、鈴カステラ
を売ってきました。土曜日は売れたのです
が、日曜日は雨が降り寒くてなかなか売れ
ませんでした。とても楽しい2日間でし
た。安部パスト会長も、もちろん会場にい
らっしゃいました。なお、インターアクト委
員会は本日予定しておりましたが、中間試
験の為中止になりました。

■創立65周年記念式典実行委員会	 中村　徳裕
　来年2月21日に予定されている、創立65周年
記念式典について、いろいろと準備のスケジ
ュールが動き出す時期になってまいりました。
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ニコニコボックス

委員会報告



ブ レ イ ク タ イ ム

『海上防衛力について』

　佐世保地方総監
　　海将　山下　万

かずき

喜さん

　我が国の特性は、島国であ
り周囲を海に囲まれているところにありま
す。我が国の生存と繁栄は、海上交通路の
安定と自由な利用にかかっており、海上交
通は生命線といえます。
　我が国の海外貿易の99.6％が海上輸送に
よるものであり、海上貿易量は世界第2位
の規模です。また、我が国は、国土面積で
は世界第62位ですが、経済的な主権が及ぶ
排他的経済水域面積は、世界第6位です。
　したがって、我が国にとって海上防衛力
は必須のものであり、「機動性」「多目的性」
「柔軟性」「持続性」、そして「国際性」を
持つ海上自衛隊が、我が国防衛のフロント
ラインとなっています。
　海上自衛隊の特性である「機動性」は、
必要な時、必要な場所に、必要な力を集中
または分散させること。「多目的性」は、平
時から有事までの広範囲かつ多様な役割を
果たし得ること。「柔軟性」は、事態の進展
や緊迫度に応じて幅広い対応の選択肢を提
供できること。「持続性」は、長期間に渡っ
て活動し得ること。そして、「国際性」は、
艦艇の存在は他国の主権を侵すことなく、
随時随所で自国の意志と威信を示し、主権
を代表し得ることです。
　さらに、海上防衛力の機能は、大きく次
の3つが挙げられます。
　すなわち、侵攻の抑止･対処等、軍事力が
本来具備すべき本質的、伝統的な機能であ

る「軍事的機能」。海上防衛力の特性である
国際性を背景とした政策遂行のツールであ
る「外交的機能」。そして、海洋秩序維持の
ための機能であり、近年、我が国周辺の海
洋資源を巡る動向や海賊、海上テロなどの
不安定要因が増加する中、その重要性が認
識されつつある「警察的機能」です。
　このような特性と機能を持つ海上自衛隊
は、国家安全保障戦略における基本理念、
防衛大綱の基本方針及び防衛力の役割を踏
まえ、①実効的な「抑止」及び「対処」、②
国際公共財としての「海洋」の安全確保の
ための活動、③安定した安全保障環境構築
のための貢献、の3つを活動の方針とし、
これらの活動を、「米海軍との共同」を基調
として行っています。
　地域海軍、あるいはグローバルな関係国
等との共通ルールの共有･設定や協力関係の
強化は、海洋安全保障の安定に寄与するも
のであり、海上自衛隊は、このための様々
な枠組みを活用するとともに、重層的な海
洋安全保障ネットワークをより一層発展さ
せていきます。

以上

最近見かける新造語です。みなさん、
わかりますか？
◦クロナッツ
◦美婆（びば）
◦イケダン
◦押し買い
◦塩対応
◦０次会
◦土下ミナル
◦伊達マスク
◦ワケーション
◦マンセッション
◦ニューノーマル

▼回答は次ページに…
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卓　　話

ニコニコボックス	 本日合計	　11,000 円

	 累　　計	 429,000 円

◇
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（今週の担当：大神　吉史）
（カメラ担当：吉田　英樹）

クラブ会報委員会 委 員 長　岡村　一郎　　 委　員　河原　忠徳 ・ 吉田　英樹 ・大神　吉史 
副委員長　圡井　弘志　　 　　　　田口　恵介 ・ 上野　好章

＊11〜12月  例会卓話者予定＊

11月18日	 ㈱親和銀行
	 	 花高支店	支店長　加藤千由里	様

11月25日	 新会員	 上野　好章さん
　	 損害保険ジャパン日本興亜株式会社	佐世保支社長

12月２日	 年次総会

	 新会員	 西田　勝彦さん
	 佐世保公証役場　公証人

12月９日	 佐世保史談会　
	 	 　会長　中島　眞澄	様

12月16日	 佐世保観光大使	 内川　優依	様
（㈱十八銀行		佐世保支店勤務）

	 	 　諸国　麻椰	様
（長崎県立大学３年生）

12月23日	 祝日休会日

12月30日	 指定休会日

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
日時／11月18日㈬　17:00〜	
会場／西海学園高等学校	記念館	会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／11月12日㈭　18:30（食事開始）〜20:00
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

日時／11月26日㈭　18:30（食事開始）〜20:00
会場／長崎国際大学	食堂
＊	西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。
＊	RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

〔回答〕
◦クロナッツ
　クロワッサンの生地を使ったドーナツ

◦美婆（びば）
　	いくつになっても現役で働き、人として美
しい高齢の女性

◦イケダン
　うちの「ダンナ」でそれも「上物」を指す

◦押し買い
　	人のものを強引に買いたたくこと（押し売り
の反対）

◦塩対応
　	やる気のない、無愛想な態度。握手会での
一部のアイドルの態度が語源。対義語は
「神対応」

◦０次会
　	本番（１次会）の前に行うプレパーティーの
こと。結婚式（披露宴）で増えている。

◦土下ミナル
　	土下座とサブリミナル効果を合成。土下座
されたかのような感覚を与える顔のこと。

◦伊達マスク
　	本来の衛生用途とは異なる目的でするマス
ク。いわゆる伊達メガネのマスク版。
　	季節や男女を問わずマスク着用者が増えて
いる。

◦ワケーション
　	ワーク（仕事）とバケーション（休暇）を合わ
せた言葉。口うるさい上司や家族から解放
される宿泊出張。または休暇先で仕事をす
ること。欧米でも使用。

◦マンセッション
　	男性の失業率が女性のそれを上回る状況。

2008〜09年の金融危機の際に米国で使われ
るようになった言葉。男性不況の状態。

◦ニューノーマル
　	「	新たな常識」。世界経済はアメリカの不況
（リーマンショック）から回復しても以前の
姿には戻れない（＝構造的変化は避けられ
ない）状況を示唆する。


