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るものだと思いました。

　ところで、今、男子マラソンの世界記録を

ご存知でしょうか？ケニアのエリウトキプチ

ョゲ選手（34歳）の2018年ベルリンマラソン

での記録、2時間1分39秒です。

　まだ世界のトップとは4分近い差がありま

す。オリンピックでのメダルは簡単ではない

と思いますが、MGCで決まった中村選手、服

部選手共々頑張っていただきたいと思います。

　また、キプチョゲ選手はイネコス1.59チャ

レンジという非公認レースですが、1時間59分

40秒という2時間を切るタイムをもっていま

す。

　今日は佐世保RC名誉会員、海上自衛隊佐世

保地方総監 中尾剛久様の卓話をいただきま

す。先日は長崎県北地酒会にも入会していた

だき、佐世保にとけこんでいただいています。

コロナウイルスだけではなく、日本をいろい

ろな危険から守ってくださる海上自衛隊です。

よろしくお願いいたします。

　本日、第9回理事会を行いました。

◦�3月11日㈬　例会 休会

◦�3月18日㈬　例会 予定

◦�3月25日㈬　観桜例会 中止

　　　　　　 （ホテルオークラJRハウステンボス）

　　　　　　 通常例会 予定

◦�4月例会は状況を見て行います。

会 長 挨 拶
� 会長　木村　公康
　コロナウイルスの感染拡大により、政府が

今後2週間の大規模イベントの中止や、全国小

中高の休校を要請したため、大きな影響がで

ています。佐世保南RCや佐世保北RCでは例

会も休会になるなど、日本の経済の消費停滞

を懸念せざるをえないような状況になりまし

た。

　一日でも早く治療薬などが開発され感染が

収まることを願う次第です。

　先週もお話しましたが、3月1日東京マラソ

ンが行われました。

　東京オリンピック男子マラソンの最後の1枠

を争い、大迫選手、井上選手、設楽選手、3強

といわれるランナーが日本新記録を目指して

相まみえました。

　序盤は井上選手が昨年の優勝者、エチオピ

アのレゲセ選手を中心とした第1グループに付

け、有利かと思いましたが、中間地点を過ぎ

トップ集団が崩れると、井上、大迫選手もつ

いていけず、世界のトップランナーの凄さを

感じました。

　日本勢では大迫選手が日本新記録の2時間5

分29秒で、全体では4位、日本人トップでゴー

ルしました。ゴールの最後の直線では何度も

ガッツポーズをし、インタビューで流した涙

は、一人で苦しい戦いに勝利した安堵感によ
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《本　　日》会員数 79 名（出席免除会員 24 名）・出席 48 名・欠席 31 名・ビジター 2 名・出席率 60.76 ％

《 2月19日》会員数 79 名（出席免除会員 25 名）・出席 53 名・欠席 26 名・メークアップ 13 名・修正出席率 100.00 ％
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例 会 記 録
◯国歌「君が代」

◯ロータリーソング「奉仕の理想」

◯卓話者　佐世保RC名誉会員

� 海上自衛隊佐世保地方総監 海将 中尾　剛久�様

◯ゲスト

　海上自衛隊佐世保地方総監部

� 副官　西山　洋成�様

幹 事 報 告
	 幹事　有薗　良太
1．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2020年3月のロータリーレートは、

　1ドル＝110円です。

2．国際ロータリー日本事務局　業務推進・資料室
　2020年3月「水と衛生月間」のリソースの

ご案内

3．第2740地区　ガバナー	 千葉　憲哉	さん
　日本事務局とRIJYEM（（一社）国際ロータ

リー日本青少年交換多地区合同機構）から、

COVID-19（新型コロナウイルス）の対応の

お願い。

①日本事務局より

　会員の意欲向上と次期リーダーの準備のた

めに細則で定められている地区会合（地区大

会、地区研修会）について、各地区で柔軟に

対応することを認める。

②RIJYEMより

　青少年交換学生の新型�コロナウイルス感染

防止に、最大の方策、努力をお願いします�。

また、青少年交換事業に関連する集会、大会、

旅行には最大の注意を持って中止を含む対応

を取ってください�。

4．第2740地区　国際青少年交換委員会
	 委員長　アーリー・ジェフリースチュアート	さん

　RIJYEMの基本指針に沿って、当面の間、

地区外旅行（修学旅行を含む）を認めること

ができないとの判断。

5．一般社団法人 ロータリーの友事務所
　2020-21年度ロータリー手帳お買い上げの

お願い

　1冊　定価660円

委員会報告
■国際奉仕・姉妹クラブ委員会
	 副委員長　福田　金吾
修学旅行中止のお知らせ
　9日から予定していた修学旅行ですが、新型

コロナウイルスによる影響で中止となりまし

た。

　ティファニーをはじめ、楽しみにしていた

生徒さんとしては大変残念ではありますが、

世界的な状況を考えると、致し方ないかと思

います。

　不要不急の外出を控えないといけないとい

うことで、期間中、坂根さんには大変お世話

をおかけいたします。とはいえ、何かあれば

佐世保ロータリー全体で支えていかなければ

いけないと思っております。皆さまのご協力

をよろしくお願いいたします。

■インターアクト・青少年活動委員会
	 委員長　池田　真秀
　2月28日㈮西海学園インターアクトクラブ

メンバー9名が無事に卒業を迎えられました。

RCから卒業生に対し、記念品のボールペンを

贈呈しております。今後の予定としましては、

3月3日㈫の定例会、3月14日㈯の街頭募金が

コロナウイルスの影響で、中止となりました。

今後の予定につきましては未定ですが、決ま

り次第ご報告いたします。
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遠田　公夫	さん
　結婚記念月のお祝いをしていただき、あり

がとうございます。

◇
ニコニコボックス� 本日合計� 　17,000 円

� 累　　計� 680,000 円

卓　　　　話

『海上自衛隊の教育（人材育成）』

名誉会員
海上自衛隊佐世保地方総監 海将 中尾　剛久	様
１　	安全保障環境と海自の活動
について

～多様な任務への対応～
　国土狭隘、資源希少な我が国
は、地勢上の不変要素があるも
のの海洋の特性を生かして「生存」と「繁栄」
を確保している。海洋国家であるため、海洋
の３側面（天然の防壁、海上交通路と水産・
鉱物資源地帯）を活かすことが重要である。
　また、海上自衛隊の活動は、任務が多様化
し、活動範囲や頻度が高まっている。そして、
我が国を取り巻く安全保障環境は常に変化し
ており、自衛隊の災害派遣においても形態が
変化している。このような環境があるにも拘
わらず、艦艇、航空機、そして自衛隊員の定
数はほぼ横ばい状態である。
２　海自の教育体系等
～海上自衛官はどのように養成されるか～
　人の「量」が変わらない現状なので、「質」
を向上させなければならない。そのため、任
務が多様化し、活動範囲や頻度が高まりを見
せる中、海自隊員の「教育」は益々重要な意
味を持っている。
　我々の教育は、新入隊員教育（素養教育）、
キャリア・アップ（技能教育）、選抜教育に区
分される。特に、素養教育は新入時だけでは

慶　　　　祝
	 親睦活動委員会　松本　祐明
◯結婚記念月のお祝い（2月）
　�椎山　　昇・康子�さん�ご夫妻（11日）

　岡　　英樹・節子�さん�ご夫妻（25日）

　遠田　公夫・光代�さん�ご夫妻（27日）

ニコニコボックス
� 親睦活動委員会　浦　　義浩
木村　公康	会長、有薗　良太	幹事
安福　竜介	副幹事、田中丸善弥さん
増本　一也	さん、森　　勝之	さん
岸川　善紀	さん、廣瀬　章博	さん
富永　雅弘	さん、筒井　和彦	さん
谷川　辰巳	さん、松本　祐明	さん
松尾　文隆	さん、古賀　　巖	さん
安部　雅隆	さん
　名誉会員、海上自衛隊佐世保地方総監海将

中尾剛久様の卓話に期待してニコニコいたし

ます。

増本　一也	さん
　長崎国際大学ローターアクトクラブの元会

長、（香港人）劉本淳さんと松永夕加さんが会

長をしている時の幹事、川嶋早紀さんが5月4

日㈪に、JRホテルオークラで結婚式を挙げら

れます。ローターアクト同志のご結婚。結婚

式は、ローターアクトの同窓会になりそうで

楽しみです。ちなみに結婚式には、私と事務

局の山田さんがご招待を受けました。
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（今週の担当：福田　金吾　カメラ担当：福田　金吾）

クラブ会報委員会 委 員 長　西田　勝彦　　　 委　員　 福田　金吾 ・ 黒江　章雄
副委員長　北野　慎司　　 　　　　　 小村　英司 ・ 陣内　純英

＊今後の例会予定＊
3月18日　休会
3月25日　休会
　3月18日及び25日の例会は、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため休会です。
　なお、4月1日の例会から、会場がレオプラザ
ホテル佐世保に変更になります。

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ予定＊
日時／3月17日㈫　16：20〜
会場／西海学園　図書室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
未定

＊�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。

なく、繰り返し実施されており、重要視され
ている。
　さて、我々の勤務上の特色として、「海を行
動の場とした勤務」、「艦船や航空機の運航」、

「国際性」がある。この特色から、教育面では
海上での勤務に関する教育の必要性、教育の
多様性、高技能教育の必要性、教育の重層性、
国際的視野の習得に力を入れている。そして、
海自教育の根底に流れる伝統として、五省・
シーマンシップ・5分前の精神・出船の精神を
教えている。
３　海上自衛官とは
～お役に立つ人材の宝庫～
　「スマートで、目先が利いて、几帳面、負け
じ魂、これぞ船乗り」という言葉がある。こ
の言葉にあるように海上自衛隊の伝統がプロ
フェッショナルなマインドを醸成している。
　また、自衛官には精強性が求められるため、
一般職の公務員とは異なり若年定年制を採用
している。そして、社会に役立つ人材の育成
を考えると、海自の教育を受けた者が部隊勤
務で責任感が向上し、チームワークを学び様々
な経験をする。その者達が再就職等でお役に
立つ人材が循環をし、社会貢献を、そして人
材を募集するというサイクルをしている。

プロフィール
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階　　級　海　将（平成29年12月）

生年月日　昭和37年12月26日（56）

職　　種　経理補給

出　　身　鹿児島県さつま川内市

学　　歴　防衛大学校 第29期（電気工学）

　　　　　（昭和60年3月卒業）

略　　歴　昭和61年12月「くらま」通信士

　　　　　　　63年 3月「あやせ」水雷士

　　　　　平成元年 8月「やまぐも」補給長

　　　　　　　 2年 8月 横須賀補給処

　　　　　　　 3年12月 八戸航空基地隊

　　　　　　　 4年 9月 第１輸送隊

　　　　　　　 5年 2月 需給統制隊

　　　　　　　 6年 8月 海上幕僚監部需品課

　　　　　　　 8年 3月 海上幕僚監部経理課

　　　　　　　10年 3月 第4護衛隊群司令部幕僚

　　　　　　　11年 8月 第5補給隊長

　　　　　　　13年 3月 海上幕僚監部補任課

　　　　　　　15年 7月 海上幕僚監部防衛課

　　　　　　　18年 3月 海上幕僚監部経理課

　　　　　　　18年 8月  海上幕僚監部経理課予算班長

　　　　　　　20年 8月  大湊地方総監部経理部長

　　　　　　　22年 3月  横須賀地方総監部管理部長

　　　　　　　24年 4月 海上幕僚監部装備需品課長

　　　　　　　25年 3月 第4術科学校長

　　　　　　　27年 8月 海上幕僚監部総務部副部長

　　　　　　　27年12月 海上幕僚監部総務部長

　　　　　　　28年12月 海上幕僚監部装備計画部長

　　　　　　　29年12月 舞鶴地方総監

　　　　　令和元年 8月 佐世保地方総監


