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本日の出席率６２.２％：会員数４５名・出席２５名・欠席１７名・出席規定免除会員（３）３名・ビジター１名

前々回の修正出席率１００％：出席３２名・メークアップ１０名・出席規定免除会員３名

　本日は海上自衛隊 佐世保地方

総監部防衛部長 石橋督悦様を卓

話にお迎えしました。

　１１月３０日の日曜日、 くっけん広

場で社会奉仕委員会と青少年奉

仕委員会の合同でロータリー ・ デ

イ / 広島土砂災害支援チャリティ

バザーを開催していただきました。 大変お疲れ様でした。 長崎

県立佐世保特別支援学校太鼓部と西海黒潮太鼓で盛り上がり、

２６名の会員の出席で支援金は寄付を入れて１０万円でした。

　３日のきらきらチャリティー大パーティもお疲れ様でした。 とても

寒かったですが楽しかったです。 その日の１３時２２分０４秒に太

陽系の起源 ・ 進化と生命の原材料物質を解明するため、 はや

ぶさ２が H-２A ロケットにより無事打ち上げ成功しました。 ３年半

後に C 型小惑星 「１９９９ JU３」 を目指し， 総飛行距離５２億 km

ということです。

　これからの話は、 私は平和主義者であり、 現実に起こったこと

をお話しします。

　この H-２ A の打ち上げ費用は、 打上げ能力に関する SRB-A

や固体補助ロケット ・ 液体ロケットブースタ数の構成により異なり

ますが約８５億円～１２０億円。 ６号機が失敗したものの、 25/26

の 96.2% 成功率で５７個の衛星を打ち上げました。 ( 因に、 固体

燃料の人工知能機能を組み込んだイプシロンは射程距離

10,000 ～ 14,000km， 製作に８人で７日しかかからず、 PC で発

射でき、 ３０億円です。 短距離３５０ km のスカッドＣミサイル４億

円と射程 1,300km ～ 2,000km のノドンミサイル１０億円、 射程は

約 1,500km と約 6,000km テポドンは発射にかかった費用が１５０

～４１０億円と言われています。）　

 　日本の面積３７.７９万㎢で ( 福島原発で３％の１.１万㎢ は使え

ませんが…)、 中国は１９４７年まで５５１.４万〜５５６.４万㎢で１４.７

２倍でしたが、 同年に内モンゴル１１１８.３万㎢を自治区とし、 １９

４９年に中華人民共和国と称しました。 その後、 １９５５年にウイ

グル１６６.５万㎢を自治区化し、 １９６５年にチベット１２２.８万㎢を

貴方の輝くロータリーライフを
Your rotary life to glisten

１．例会変更

　　 有田ロータリークラブ

　　　 １２月１６日 （火） １２：３０→１８：３０～

佐世保南ロータリークラブ　　 　　　　　　　 太田　博道様                         

自治区として加え中国国土を 1.７倍に拡大し現在は９５６～９６４

万㎢です。 日本の国土の２５.３８倍 ( 約４００万㎢国土拡大 ) とし

ています。

　さて、 日本は 「外交の鉄則」 を固める必要があります。 長い

独立した歴史を有する日本では想像もつかない人がおられると

思いますが、 国家はいかなる理由で危機に陥り、 滅びていくか

を、 中国では自治区にされた各地の人々の証言があります。①

内モンゴルは政治的、 軍事的な 「力」 が足りなかった。②新疆

ウイグル自治区 （東トルキスタン） は国際情勢の知識が不足し

ていた。③ チベット自治区は一国平和主義の立場をとっていた

こと等です。 現在も中国は台湾占領の重要地点として日本領土

の尖閣諸島に入り込もうとしています。 さらなる領有権争いでは

南シナ海の西沙諸島（パラセル諸島）でベトナムと、南沙諸島 ( ス

プラトリー諸島 ) ではフィリピンとの争いで複数の浅瀬の埋め立

てを行い大がかりな拡張工事を進めています。 恐らくこの地域

の占有権と制空権の確保の為だと考えられます。

　自治区化された証言の３つの内、 今の日本には、 「軍事力が

足りない」、 「一国平和主義」 の２つの問題を抱えています。 そ

こで、 我々の人命、 資産および国益を守り、 外交を有利に展

開する為のひとつの方法として、 抑止力も必要となってきます。

しかしながら兵力は中国１６０万に対し日本２４万人と約６． ７倍、

軍事費は１８兆８０００億円に対して４兆７０００億円で約３倍であ

り、 日本の軍事力を米メディアは２月１２日には世界で９位、 円

安で７月１４日は１０位とされています。 航空機数では中国が２位

に浮上し、 さらに F-１５J イーグルを上回るステルス戦闘機 J-３１

を飛行させたと発表しています。 今後の展開をどうするか、 本

日の卓話が楽しみです。



第1143回　平成26年12月4日号　P2 .

ＳＡＡ：指山康二君

次回例会／１２月１１日１８：３０～

次回例会／忘年家族会

本日の合計　　　　    8,000 円

本年度の累計　　  454,000 円

■ ゲ ス ト 卓 話 ■

佐世保南ロータリークラブ　太田博道様

たびたびお邪魔しております。 本日もよろしくお願いします。

大久保厚司会長・浅野訓一副会長・本田実幹事

昨日のきらきらチャリティー大パーティーにご参加して頂いた

皆さん、 又たくさんの食べ物を差し入れして頂きました奥様

方ありがとうございました。 今日は海上自衛隊佐世保地方総

監部防衛部長 石橋督悦様の卓話です。 日頃聞くことが出来

ないお話も聞けるのではないかと楽しみにしています。

牟田良子様

結婚記念日にお花をありがとうございました。 中央クラブの

益々のご発展を祈念致します。

牟田憲市君・牟田良子様

きらきらチャリティー大パーティーでお世話をして下さった会

員の方、 奥様方に感謝致します。 楽しい時間をありがとうご

ざいました。

南部建君

誕生日祝いありがとうございました。

親睦委員会一同

来週１２月１１日は忘年家族例会です。 皆様の多数の御参加

心より御礼申し上げます。

海上自衛隊 佐世保地方総監部

防衛部長 １等海佐 石橋督悦様

「海上自衛隊の活動」

・各種事態における実効的な抑止及び

対処

  －周辺海空域における安全確保

　　 平成２５年、 南西諸島近傍を通過す

　　 る中国海軍艦艇を８回確認

　　 海自艦艇 ・ 航空機は３６５日、 日本周辺海域の警戒監視 

　　 に従事

　－島嶼部に対する攻撃への対応

　　 島嶼を占領された場合には、 航空機や艦艇による対地射

　　 撃により敵を制圧した後、 陸自部隊を上陸させるなど島嶼

　　 を奪回するための作戦

  －弾道ミサイル攻撃への対応

　　 海上自衛隊が保有しているエージス艦と航空自衛隊の対

　　 空誘導弾ペトリオット PAC-３による多層防御

　－大規模災害時への対応

　　 東日本大震災における艦艇の活動

　　 長崎県離島における休刊輸送と養生の捜索救助

・アジア太平洋地域の安定化及び

グローバルな安全保障環境の改善

　－海洋安全保障の確保 （海賊対

　　 処活動）

　　 ソマリア沖 ・ アデン湾で海上 輸送路を防護

　　 連合任務部隊 CTF１５１における海賊対処活動に参加

　－国際平和協力活動の実施

　　 平成４年のカンボジア以降、 現在の南スーダンに至るまで

　　 国連平和維持活動において、 海自は主として輸送業務

　　 国際緊急援助隊では、 比台風災害支援やマレイシア航空

　　 機捜索など海自独自の活動 

  －防衛協力 ・ 交流の推進

　　 アジア太平洋地域や欧州の諸国と防衛協力・交流、 国によっ

　　 て深化の度合いに違い

  －訓練 ・ 演習の実施

　　 海自は、 日米間の共同訓練、 他の国々との二国間。 多国  

　　 間訓練を実施

・トピック

　－小笠原諸島周辺の中国サンゴ漁船

　　 取り締まりは海上保安庁の役割、 海自は警戒監視を実施

　－ソロモン諸島に寄港した海自練習艦隊は、 「ガナルカナル

　　 島未帰還遺骨収集活動自主派遣隊」 から大東亜戦争当 

　　 時の遺骨引受、 日本に帰還

　　　　ハウステンボス ホテルヨーロッパ　クリスマス家族例会の為

　  平成２７年１月　６日 （火） １２：３０→１８：３０～

　　　　保名　新年初例会のため　

　　　１２月２３日 （火 ・ 祝）  １２月３０日 （火）

　　　　休会　定款第６条第１節により　

　　　

２．来　　信　

　　 ありません。
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