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	 副会長　木村　公康
　本日は、田中丸会長が欠席です
ので代わりにご挨拶いたします。
　先月26日に発表されました、
十八銀行がふくおかフィナンシ
ャルグループと経営統合され、
同グループの親和銀行との合併
に向けて動いているというニュースには大変
驚かされました。皆様方もこの話題でもちき
りだったと思います。
　長崎県内で2015年に休廃業、もしくは解散
した企業は267社になるそうです。特に本県
は、人口の減少が進み両行とも危機感をもた
れた結果だと思います。合併後は九州３位の
地銀が誕生する事に期待したいと思います。
　先週の土･日は春の様な暖かい日、月曜から
一転、雪が降る真冬の寒さになりました。イ
ンフルエンザもまだ流行しているとの事です
ので、皆様もお体に気を付けられるよう、ご
自愛ください。

　第9回理事会の報告をいたします。
１．観桜例会　4月6日㈬	18:30〜
　　ホテルオークラJRハウステンボス
２．職場訪問　5月11日㈬	例会終了後
　　ハウステンボス技術センター㈱
　　貸切バス
３．第37回RYLA　5月21日㈯〜22日㈰
　　日吉青年の家
　　ローターアクト･インターアクト

◯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
　陸上自衛隊西部方面混成団長兼
　相浦駐屯地司令	 杉本　嘉章	様
◯ゲスト	 平野　淳也	様
◯ビジター
　佐世保南RC	 塚原　康人さん

	 幹事　芹野　隆英
１．国際ロータリー日本事務局　経理室
　	2016年3月のレートをアメリカ本部で再検
討した結果、1ドル＝120円が116円に変更
になりました。

２．ガバナーエレクト	 㟢永　　剛さん
　　地区研修･協議会実行委員長	小野原卓嗣さん
　　ホストクラブ会長	 内田　　一さん

（長崎RC）

　	2016-2017年度	地区研修･協議会開催のご案内
　　日時／平成28年4月24日㈰
　　　　　登録受付	12:30〜　点鐘	13:30
　　会場／	ANAクラウンプラザホテル長崎
　　　　　グラバーヒル
　　出席者／
　　　次年度クラブ会長（会長･幹事部会）
　　　次年度クラブ幹事（会長･幹事部会）
　　　次年度クラブ奉仕担当理事（クラブ奉仕部会）
　　　次年度職業奉仕担当理事（職業奉仕部会）
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　　　次年度社会奉仕担当理事（社会奉仕部会）
　　　次年度青少年奉仕担当理事（青少年奉仕部会）
　　　	次年度	国際奉仕担当理事又は、ロータリー

財団委員長（国際奉仕･ロータリー財団部会)

３．第2740地区ガバナー	 宮㟢　清彰さん
　　青少年奉仕統括委員長	古賀　秀仁さん
　　RYLA委員長	 北郷　雅子さん
　　RYLA実行委員長	 木場　耕志さん
　	第37回RYLA（ロータリー青少年指導者
育成プログラム）ご案内
　　日時／2016年5月21日㈯〜22日㈰【1泊2日】
　　会場／日吉青年の家

長崎市飯香浦町3715　TEL095-824-5017
　　ホストクラブ／長崎ロータリークラブ
　　参加対象者／	ロータリアン
　　　　　　　　ローターアクト
　　　　　　　　インターアクト
　　登録料／	各クラブ負担金
　　　　　　＠800円×3月1日現在会員数
　　　　　　ロータリアン　1名	4,000円
　　　　　　青少年　　　　1名	2,000円
　　締め切り日／2016年4月8日㈮

４．地区ローターアクト委員長
	 緒方　重利さん
　　地区ローターアクト代表	立石　健悟さん
　　ホストクラブ：長崎北ローターアクトクラブ
	 会長	徳永亜梨紗さん
　	地区行事「リーダーシップフォーラム」の
ご案内
　開催日／2016年4月16日㈯
　　　　　13:30〜受付開始
　　会場／「長崎市立図書館」長崎市興善町
　　登録料／RC2,000円　RAC1,000円
　　　　　　※当日徴収させて頂きます。
　　登録締め切り日／2016年3月31日㈭

■青少年奉仕委員会	 委員長　坂本　　敏
　昨日インターアクトの例会に
出席して来ました。例会日が
変わり、第1､3の火曜日15:45
〜になり、メンバーも19名ま
で増えました。活動の方も2月

24日、保育園に児童教育の体験に行ってお
ります。あと周辺の清掃活動も3月14日㈪、
15日㈫、17日㈭に予定しております。今後
も活動の幅を広げたいと思っております。
あと、RYLAの日程が5月21日㈯、22日㈰に
決まりました。

■ローターアクト委員会	委員長　山口　剛史
長崎国際大学RAC役員交代式
及び卒業式報告
　2月27日㈯、田本会長から仁
田原（女性）新会長体制へ。来
年度テーマは「エンジョイ･ユ
ア･タイム」。卒業生は4名。田中丸会長、増
本次期会長他、計10名出席。
　次回例会は、3月10日です。

■職業奉仕委員会	 委員長　平尾　幸一
職場訪問のご案内
　今年度の職場訪問に関する
第１報です。今年度は、松尾	
貴会員のご協力により、ハウ
ステンボス技術センター株式
会社の職場訪問をさせていただくことにな
りました。
	来る5月11日㈬の例会終了後、13:45頃に出
発して、まず、梅村組が施工された「変な
ホテル」を見学させていただく予定です。
会員の皆様に、ロボットと戯れていただこ
うというのが、目玉です。更に、ハウステ
ンボス地下に張り巡らされた全長3.2kmの地
下共同溝の一部に潜っていただいた後、コ
ージェネレーション設備、再生エネルギー実
証実験施設、次世代輻射パネルなども見学
させていただき、16:00にハウステンボスを
出発し玉屋まで戻る予定です。スーツ姿で
見学可能な範囲を見学させていただきます
ので、皆様のスケジュールにぜひ組み込ん
でいただきたいと思います。

	 朗遊会幹事　圡井　弘志
　第３回朗遊会を3月26日㈯に開催します
（佐世保カントリー倶楽部11:19スタート）。
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多くのご参加をお願いします。3月9日締め
切りです。
　また、4月17日㈰にも佐世保市内８RC親
睦ゴルフと第４回朗遊会を同時開催します
ので、こちらも宜しくお願い致します。

	 親睦活動委員会　河原　忠徳
佐世保南RC　塚原　康人さん
　田中丸会長、木村副会長、芹野幹事他、
皆さま、本日はメークアップでお世話にな
ります。よろしくお願いいたします。

古賀　　巖さん
　ようこそ南ロータリークラブの塚原さん、
メークアップお待ちしておりました。

木村　公康副会長、芹野　隆英幹事
坂元　　崇副幹事、増本　一也さん
納所　佳民さん、富永　雅弘さん
松尾　慶一さん、梅村　良輔さん
黒木　政純さん、有薗　良太さん
古賀　　巖さん、松本　由昭さん
星　　　裕さん、大神　吉史さん
川口　博樹さん、平尾　幸一さん
　西部方面混成団長	兼	相浦駐屯地司令1等
陸佐	杉本嘉章様の卓話に期待して。

石田　謙二さん
　情報公開に努めておられる杉本司令の姿
勢に敬意を表して。

福田　金治さん
　先週、結婚記念日のお祝いありがとうご
ざいました。

『陸上自衛隊相浦駐屯地の変革』

　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　　杉本　嘉章	様

　本日は開設60周年を迎えた相浦駐屯地の
沿革、そして今注目の「水陸機動団」の新
編など今後の駐屯地の変革についてお話し
たいと思います。

Ⅰ　相浦駐屯地の概要
　九十九島に面した一画に東西1,700ｍ、南
北500ｍ、東京ドーム20個分の敷地を有する
相浦駐屯地。今から遡ること約160年前の江
戸幕末、相浦の豪商・草刈源蔵氏による干
拓により埋め立てられ、昭和16年に旧海軍
佐世保鎮守府第2海兵団が駐屯、戦後約10
年間の米軍の駐留を経て、昭和30年ハウス
テンボスのある針尾地区に所在していた第8
新隊員教育隊が移駐し相浦駐屯地が誕生し
ました。
　以降、九州・沖縄地区の陸曹・士の教育
を主任務とする第3教育団、そして西部方
面混成団が駐屯し「教育のメッカ」として
の役割を、平成14年に水陸機動団の母体と
なります西部方面普通科連隊が新編され、
歳月を経て今や「東の空挺団、西の西普
連」と称される我が国の島しょ防衛の要と
して全国部内外から熱い注目を浴びる部
隊、駐屯地となりました。

Ⅱ　西部方面普通科連隊の概要
　平成14年3月新編され、万が一日本の領
土・島々が占領された場合、これを奪回す
ることを主任務とする西部方面普通科連隊
は、即応性、統合火力・輸送・兵站・通
信、日米共同などの機能によりその任務を
果たす部隊であり、現在約700名の隊員が相
浦の地で日夜訓練に励んでおります。
　平素の訓練の積み重ね、海空自衛隊との
協同訓練、米海兵隊との共同の3分野の訓
練を反復演練し、その能力の向上に努め、
水陸両用基本訓練・レンジャー教育・洋上
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ニコニコボックス

ニコニコボックス	 本日合計	　20,000 円

	 累　　計	 636,000 円
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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

＊3月  例会卓話者予定＊

３月16日	 佐世保青年会議所（JC）
	 　　　新理事長	 指山　　立	様

３月23日	 佐世保RC創立65周年記念式典実行委員会
	 　　　委員長	 橘髙　克和さん

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／3月15日㈫ 17:00〜
会場／西海学園高等学校	記念館	会議室
3月より第1・3火曜日に変更となります。

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／3月24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。

（今週の担当：吉田　英樹）
（カメラ担当：岡村　一郎）

潜入課程などの厳しい訓練を積み重ね、如
何なる任務にも対応できる隊員・部隊を育
成しています。

Ⅲ　水陸機動団の概要
　政府は平成25年12月、我が国の外交・防
衛政策の司令塔としての役割を果たす「国
家安全保障会議」を創設し、長期的視点か
ら国益を見定め「今後10年の外交・防衛政
策の基本方針を示す国家安全保障戦略」を
決定、これを踏まえ新たな防衛計画の大綱
が策定され、今後の日本の防衛力として
「統合機動防衛力の構築」及び「離島防衛
の強化」等の方針を打ち立てました。
　陸上自衛隊は、九州から沖縄にかけての
南西諸島防衛において、第1段階は「平素
からの部隊配置による抑止態勢の確立」、第
2段階は「全国からの機動展開部隊による緊
急的かつ急速な機動展開」、第3段階は
「万一我が国領土の占領を許した場合、水
陸両用部隊による奪回」という「抑止と対
処」の構想を確立、第3段階の任務を有す
る部隊が相浦駐屯地に新編される「水陸機
動団」となります。
　相浦駐屯地及び新しく開設される崎辺分
屯地所属隊員は現在の1,150名から2,000名
を超えることが予想され、隊舎・宿舎の整
備、隊員家族の受け入れ等準備が急がれて
います。
　隊員家族も増加するということで、佐世
保の地域経済にも多少なりと貢献できるの
ではないかと考えております。
　国家の方針として、海上自衛隊及び米海
軍が所在するこの佐世保の地に水陸機動団
という約3,400名規模の部隊が新編されるこ
とは、極めて意義深いものと考えます。
　今後、大きな変革を迎える相浦駐屯地に
対しまして、更なるご理解・ご協力を賜り
ますよう心からお願いし、本日の卓話とし
ます。　

長崎国際大学RAC　新旧役員交代式
日時／2016年2月27日㈯
会場／長崎国際大学　2101教室

証書授与


