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西村浩輝会長・山瀧正久副会長・野村和義幹事
お忙しい中、 例会にご出席頂きありがとうございます。 天気

予報によれば、 土曜日に台風直撃ということです。 備えあれ

ば憂いなし皆様充分にご注意下さい。 今一度保険のチェッ

クをお願いします。 本日は、 佐世保港長 早川知樹様の卓

話となっております。 早川様のご来訪を歓迎すると共に、 ど

うして船番所の横瀬港が佐世保管轄なのかなぞが解けると思

うと今から楽しみです。 最後まで会員皆様のご協力を宜しく

お願い致します。

クラブ管理委員会一同
佐世保海上保安部長 ・ 佐世保港長 早川知樹様と総務係内

園様のご来訪を心より歓迎致します。 本日の卓話、 よろしく

お願い致します。
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本日の出席率８４.２％：会員数３８名・出席３０名・欠席６名・出席規定免除会員（２）２名・ビジター０名

前々回の修正出席率１００％：出席３２名・メークアップ４名・出席規定免除会員０名

　皆様こんにちは。 雨が少し欲し

いなと思っていた矢先、 先週末に

大雨が降りました。 これで少し涼し

くなってきましたが、 台風１５号が

長崎県を直撃しそうです。 気をつ

けて下さい。

　先週、 田雑委員長のもと会員増

強特別委員会が開かれ、 具体的に候補者もあがりつつあります

ので楽しみです。 より増強するためにも会員皆様のオブザー

バー参加を宜しくお願いします。 又、 昨日は崎元委員長のもと

職業奉仕委員会が開かれ、 今後の行事、 社員招待例会、 会

員増強等が活発に話されました。 楽しみです。

　皆様の朝の目覚めはいかがでしょうか。「わぁ良く寝た」 とか 「ま

だ寝ていたい」 という事を感じられるのではないかと思います。

私は今の自分の健康状態を自己判断する目安にしています。

朝、 目が覚めて 「わぁ良く寝た」 といって起きれる状態が体調の

良いときだと思っております。 体調が本当に良いときは目覚まし

時計より早く目が覚めます。 子供だった頃は、 遠足、 修学旅行

と楽しい行事があれば嬉しくて早く目が覚めたのを思い出しま

す。 今の皆様はゴルフコンペの時がそうではないかと思っており

ますが私も今からそれを経験するのでしょうか。 そうなれば良い

と思っております。 土、 日曜日の休みのときでも同じ時間に起き

るようにしております。 それでもって現在、 体調はすこぶる順調

に過ごすことができております。 有難いことです。 ちなみに私の

目覚ましタイムは、 ５時３８分にしております。 ３， ５， ８の数字か

らの組み合わせです。 ３， ５， ８については又の機会に話をさ

せていただきます。 ありがとうございました。

松尾英機 Ｒ財団・米山奨学委員長
　佐世保中央ＲＣ基金会２０１３～１４年度基金状況の報告。

前田眞澄 ２０１２～１３年度幹事
　８月２２日、 ２０１２～１３年度最終理事会にて決算の承認を頂き

ましたので、 皆さんへご報告致します。 セルフボックスへ配布し

ておりますので、 詳細はそちらでご確認をお願い致します。 ご

協力ありがとうございました。

 １．例会変更
　    ありません。

２．来　　信
    ・ガバナー事務所
　   ①地区補助金決定通知書　補助金額　１， ６２０米ドル

　    ②９月のロータリーレート　１ドル＝１００円

　　  ③ロータリー財団セミナーのご案内

　　　④米山奨学生出前卓話に関するお知らせ

　　・ガバナーエレクト事務所
　事務所開設のお知らせ

  　 ・佐世保北ロータリークラブ
　　　 佐世保市内８ＲＣ合同 塩澤恒雄ガバナー公式訪問歓迎会の

　　　 ご案内

　　

３．伝達・通知
       ・９月５日の次回例会は社会奉仕委員会担当のクラブ協議

　　　会です。 例会終了後に理事会を開催します。



佐世保海上保安部長 早川知樹様
・海上保安庁の任務と権限 ・ ・ ・ 海上 

　　 保安庁法に規定、 イメージとしては　

　　 海の警察、 消防。

　　 「法令の海上における励行」 「海難救 

　　 助」 「海上における犯罪の予防及び

　　 鎮圧」 「海上における犯人の捜査及び逮捕」 「海上におけ  

　　 る船舶交通に関する規制」 「水路、 航路標識に関する事務」  

　　 「その他海上の安全確保に関する事務」 を行い、 海上の安

　　 全及び治安の確保を図る。

・海上保安庁の組織
　　 国土交通省の外局の一つで、 戦後昭和２３年に設置

     本庁、 管区海上保安本部 （１１箇所）、 海上保安部署等

     (１５２箇所）

・定員と予算
　　 定員　１２,６８９人 （２４年度末現在）、 内、 船艇職員が半数

　　 予算　１， ７６５億円 （２５年度）　多い予算ではない。

・巡視船艇と航空機
　　 巡視船１１７隻、 巡視艇２３８隻、 測量船１３隻、 その他船

　　 艇７８隻

　　 航空機　７３機 （固定翼 ： ２７機、 回転翼 ： ４６機）

・第七管区海上保安本部と佐世保海上保安部について
　　 七管区には本部、 保安部 （１０箇所）、 保安署 （１０箇所）、

　　 航空基地 （１箇所）、 海上交通センター （１箇所） などが　

　　 所属

     長崎県には、 海上保安部３箇所 （長崎、 佐世保、 対馬）、  

　　 海上保安署４４箇所 （五島、 平戸、 比田勝、 壱岐） が所在

・佐世保海上保安部所属巡視船艇
　　 当部管下の平戸海上保安署と合せて、 PM 型巡視船２隻、

　　 CL 型巡視艇等７隻が配備

　　 PM 型　巡視船ちくご (３５０トン警備実施等強化巡視船※警

　　 察でいう機動隊のイメージ ) 巡視船あまみ (３５０トン、 平成

　　 １３年に発生の九州南西沖不審船事案で対応 ))

　　 CL 型　巡視艇つばき、 あいかぜ、 むらかぜ、 ことざくら、

　　 かいどう （各船２０ｍ型）

　　 MS 型　放射能調査艇さいかい

・佐世保海上保安部担任水域の状況
　　 佐世保海上保安部の管轄水域は佐世保市を中心とする 　

　   長崎県北部海域、 大村湾、

　   当部管内の主な特徴として

　     米軍及び海上自衛隊等の軍事 ・ 防衛施設が存在 （主に 

　　   佐世保港北部沿岸）

　　　　  →重要警備対象施設として、 テロ警戒の強化

　　　　  →米艦船出入港時の治安維持のため、 海上警備の実施

　　　　  →米原子力空母・潜水艦出入港時の放射能値測定（原

　　 子力規制庁所管業務）

　   韓国と国境を接する

　　    →密輸 ・ 密航対策の強化

　   離島が多くフェリーや高速旅客船が多い

　　   →船舶の転覆、 衝突、 乗揚、 火災、 急患搬送等の対応

　   豊かな漁場が多く漁業が盛んである

　　    →無許可操業等に対する取締りの強化

　   平戸瀬戸、 針尾瀬戸等の交通の難所を抱えている

　   平戸、 九十九島に代表される西海国立公園を擁している

・佐世保港内の制限水域
　　　佐世保港内は８３％が米軍の制限水域となっており、 立入

　　　禁止である A 区域から D までの区域がある。

・佐世保港には２人の長が存在
　　　 ・ 港湾管理者としての 「佐世保市長」

　　　→港湾を開発、 保全し、 公共の利用に供する管理運営、

　　　　 港湾法 （公物管理）

　　　　　　　　　↑↓連携して対応 （自動車の両輪の関係）

　　  ・港長としての「海上保安部長」（CAPTAIN OF THE PORT）

　　　→港内における船舶交通の安全と港内の整頓、 港則法　

　　 （警察管理） ・ ・ ・ 海上版の道路交通法的なイメージ

　　　航路の管制、 花火大会等での航泊禁止措置、 危険物荷

　　　役の許可

・公益社団法人　日本水難救済会とは
　　　明治２２年、 讃岐の金比羅宮宮司の働きかけにより発足

　　　救助員約５万４千人、 全国約１,３００箇所に救難所、 支所

　　　→漁業やマリーナ関係者、 会社員など様々な職業の方々

　　　が、 海難発生時には昼夜を問わずボランティアで救助に

　　　駆けつけている

      名誉総裁として、 現在高円宮憲仁親王妃久子殿下が就任

・長崎県水難救済会
　　 救助員約５千人、 救難所６４所、 支所５２箇所 （平成２５年

　　　４月現在）

　　　海難発生時には水難救済会へも協力要請を行っている

　　　長崎県水難救済会は全国でもトップクラスの活動実績

・青い羽根募金
　水難救済会の活動は全てボランティアで行われており、 救助

　資機材、 訓練、 燃料代の一部として、 青い羽根募金が活用

　されている

　以上、 私どもの業務や水難救済会についてお話しして参りま

したが、 昨今の尖閣諸島問題等もあいまって、 国民の皆さん

からも海上保安庁に対する期待は日々高まっております。

ＳＡＡ：馬場貴博君

次回例会／９月　５日１２：３０～

次回献立／トルコライス、サラダ、スープ
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本日の合計　　　　   10,000 円

本年度の累計　　　195,000 円

   《　ゲ ス ト 卓 話 　》 　 

橋口佳周君
久しぶりの例会出席ですとニコニコせろと井上副委員長から

カツあげ状態で言われました。


	1081
	1081-2

