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2012-13年度当クラブテーマ

『活力あるクラブ作り』

四つのテスト

１．真実かどうか

２．みんなに公平か

３．好意と友情を深めるか

４. みんなのためになるかどうか

例会状況報告

第30回 2月12日
通算1635回

◎会員数 ７２名
◎出席規定免除者数２４名
◎出席義務者数 ４８名
◎欠席者 １０名
◎出席者 ５２名
◎出席率 ８３．８７％

第28回 1月29日
通算1633回の修正

◎会員数 ７２名
◎出席規定免除者数２４名
◎出席義務者数 ４８名
◎欠席者 ６名
◎補填者 ３名
◎出席者 ６２名
◎出席率 ９５．３８％

例会プログラム

第31回 2月19日
通算1636回

１．開会の点鐘 17時30分
２．ソング「スキー」
３．お客様の紹介
４．会務報告
５．卓話
奈良県農業協同組合経営管
理委員会会長・奈良県農業
協同組合中央会会長
永田正利様 TPP加入問題に
ついて農業団体の立場とし
て
６．閉会の点鐘 18時30分

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 河本 英典

Bridge the Gaps

委 員 会 報 告

職業奉仕委員会：大塩委員長
先週もお願いしましたが、3月3日に地区の職業奉仕講演会がありま
す。ガバナーノミニーの北河原さんが講師を務められますが、奈良

県下の他のクラブからはたくさんの出席者が出ております。ガバナー
輩出クラブからの出席が若干少ないですので、皆さんお時間の調整
をして出席をして頂きたいと思います。追加登録のお申し込みを本

日また回覧で回させて頂いております。予定のつく方は、是非とも
参加をお願いいたします。

クラブ研修リーダー：多田廣会員
本日皆さんの状差しに、先日開催されましたＲＬＩの第一回目の報

告書を、実は理事会に提出したのですが、理事会の方から皆さんに
配布するという事で、ちょっと慌てています。読んで頂いたらよく
分るのですが、出席された皆さんから非常に活発なご意見を頂きま

した。本当にクラブの為に皆さん、よく考えて頂いているというこ
とがよく分ると思います。よろしくお願いします。

出席委員会：堀内委員長

4月14日の地区大会につきまして、往復のバスの希望をされている
方にお知らせ申し上げます。当日は10：30に集合して頂いて、大会

本会議で帰られる方と懇親会後に帰られる方のバス2台用意いたし
ます。それに伴い、各自バス代をお支払頂きたいと思います。当日
10：30という集合時間ですので、弁当とお茶をつけまして、往復で

4,500円ということで、お願い致します。徴収につきましてはまた
後日アナウンスさせて頂きます。
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卓 話

元護衛艦ひえい艦長 下出 隆敏 様
『海の安全を守って』

－海賊対処・ＢＭＤ・島嶼部侵攻対応を中心として－

約35年間、海の守りの第一線に立ってまいりましたが、
私が海上自衛隊に入隊致しました昭和40年代と比較しま
すと、国民の皆様方の海上自衛隊に対するご理解には、

隔世の感があります。それと同時に、日本周辺海域を巡
る昨今の安全保障環境は、冷戦終結後も益々厳しいもの
となってきており、海上自衛隊の役割に対する国民の皆

様の期待も大きくなり、それと同時にその役割について
は、より実効性の高いものが要求されているものと、ひ
しひしと感じております。本日は、皆様が日頃目にする

ことのない海上自衛隊の主な活動から、昨今、話題の多い三点を取り上げ、私の拙い経験を
踏まえてお話しさせていただき、皆様方の海上防衛に関するご理解を更に深めて頂ければ、

幸いと考えております。

１ 海上自衛隊の役割

日本は四方を海に囲まれた島国です。これは、わが国に対する脅威が常に海を経由して来る
ことを意味しております。また、資源の乏しいわが国は、国民生活の基盤となる物資の殆ど
を海外に依存しており、その9割以上が世界中に広がる海上輸送網を利用しています。新防衛

大綱、すなわち、平成23年度から5年間に亘る我が国の安全保障の基本方針、防衛力の意義や
役割、さらに、これらに基づく自衛隊の具体的な体制、主要装備の整備目標の水準といった、
今後の防衛力の在り方等についての基本指針を決めるものですが、新たな安全保障環境を踏

まえて、「新たな脅威や多様な事態への実効的な対応」、「国際的な安全保障環境の改善の
ための主体的・積極的な取組」、さらには防衛力の本来の役割である「本格的な侵略事態へ

の備え」を防衛力の役割としており、それぞれの分野において実効的にその役割を果たし得
るものとし、このために必要な海上自衛隊の体制を効率的な形で保持するものとされており
ます。

２ 海上自衛隊の主な活動
海上自衛隊における主な活動には、国際的な安全保障環境の改善としては、「国際緊急援助
活動への取組」、「海賊対処活動」、「国際テロ対応のための活動」、「各国との防衛交流」
があり、新たな脅威や多様な事態への実効的な対応としては、「24時間態勢の監視活動」、
「弾道ミサイル攻撃などへの対応」、「島嶼部に対する侵攻への対応」、「大規模・特殊災
害などへの対応」があります。

親睦活動委員会：植村委員長
既に皆様のお宅には郵送にて届いているかと思いますが、春の花見家族親睦例会のご案内で
す。日にちは4月7日日曜日、場所は滋賀県の海津大崎、桜の名所です。船からクルーズして

桜を満喫したいと思います。どうぞ多数の出席をお願いいたします。尚、出欠の表は本日よ
り回覧致しますので、よろしくお願いいたします。

クラブ管理運営常任委員会：潮田委員長
第3回の情報集会二班の副班長が谷川さんから市田さんに変更になりましたので、よろしくお

願いいたします。それと、情報集会のテーマですが、これからの国際奉仕と米山奨学生につ
いて、ということで皆さん、よろしくお願いいたします。
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３ 海賊対処活動

有効な治安対策が行われていないソマリア海域に
おいて、現在、我が国の自衛隊を始め各国がソマ
リア周辺海域に艦船などを派遣し、国際的な協力

の下、海賊対策活動を行っています。
我が国はこうした状況に対して、海上警備行に基

づく護衛艦による民間船舶の護衛と海賊対処法の
整備という対応策を講じております。アデン湾で
は、2隻の護衛艦が護衛対象の船舶を前と後ろか

らガードし、900kmほどの航路を一日半ほどかけ
て進んで護衛を行っています。また、P-3C哨戒機
はアデン湾上空をパトロールし、不審な船舶を発

見した場合などに、護衛艦や他国の艦艇、周囲を航行する民間商船等に随時情報を提供して
おります。平成21年7月に海賊対処法による護衛活動が開始されてからは、我が国に関係する
船舶だけではなく、あらゆる船舶を護衛することができるようになっております。

４ 弾道ミサイル攻撃などへの対応

わが国は弾道ミサイル攻撃などへの対応に、より万全を期すため、平成16年度から弾道ミサ
イル防衛(BMD:Ballistic Missile Defense)システムの整備を開始しております。しかしなが
ら、国際社会における弾道ミサイルや大量破壊兵器の不拡散のための様々な努力にもかかわ

らず、これらの拡散は依然として進展しています。
わが国周辺では、中国、ロシアとも核兵器を搭載することが可能な弾道ミサイルを相当数配
備しており、また、北朝鮮は、平成10年にテポドンⅠ号、同18年にテポドンⅡ号、同21年4月

には「試験通信衛星」の打ち上げと称した発射を行うとともに、ご承知のように昨年(同24)1
2月12日にも発射し、弾道ミサイルによる脅威が現実のものであることが改めて確認されてお
ります。

海上自衛隊は、平成16年度から弾道ミサイル防衛(BMD)システムの整備を開始し、平成19年に
イージス艦「こんごう」のスタンダード・ミサイル(SM-3:Standard Missile-3)の発射試験を

初めて成功させました。その後我が国は、イージス艦4隻への弾道ミサイル対処能力の付与に
加え、航空自衛隊の装備でございますが、ペトリオットPAC-3(Patriot Advanced Capability
-3)の発射試験を成功させるなど、弾道ミサイル攻撃に対する独自の多層防衛体制の整備を着

実に進展させています。

５ 島嶼部に対する侵攻への対応

我が国には、多くの島嶼が存在するため、島嶼部に対する侵略を未然に防ぐ必要があり、自
衛隊が平素から行っている警戒監視や情報収集などにより、その兆候を早期に察知すること
が重要であります。また、日米共同訓練や陸・海・空自衛隊の統合訓練等を通じ、より実効

的な対応能力の向上に努めています。
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ニコニコ箱 本日計 42,000円 累計 2,182,000円

楠原忠夫 君 下出様 本日の卓話宜しくお願いします。先日の桜井R.C.との親睦会、出席
して頂いた方お世話になりました。

橋本和典 君 風雲急を告げている東アジア情勢ですが、孫、子の為にも今日はしっかりと
勉強したいと思います。下出様 どうぞよろしくお願いします。

佐川 肇 君 下出様、本日の卓話よろしくお願いします。

有井邦夫 君 中條さん、武藤さん、ありがとう！楽しい一日に感謝！
中條章夫 君 有井さん、矢追さん、次回はお手やわらかにお願いいたします。ニコニコ。
山本直明 君 欠席のおわびに！

計良隆司 君 結婚祝いをいただきました。
今﨑和民 君 ニコニコ協力
西口栄一 君 ニコニコ協力

市田富久夫君 ニコニコ協力
倉田智史 君 ニコニコ協力

堀内眞治 君 ニコニコ協力
門脇伸幸 君 ニコニコ協力
森 完二 君 まだまだ寒い日が続きます。体に気を付けて！来週も引続きニコニコ宜しく

お願いします。

例会変更のお知らせ

2 月 ■生駒ロータリークラブ■
・２月２７日（水）・・・姉妹クラブ「台湾・屏東ＲＣ58周年
記念式典」国際奉仕事業「ポプラ並木植樹式典」に出席の為、
休会。

※ビジター受付は行いません。
■桜井ロータリークラブ■

・ ・２月２７日（水）・・・定款第６条第1節Ｃにより、休会。
※ビジター受付は同日例会場（桜井市まほろばセンター）にて、
12：00-12：30まで行います。

■奈良西ロータリークラブ■
・２月２８日（木）・・・クラブ会員賀寿お祝い会の為、

例会場変更。
場所：奈良ロイヤルホテル 沙山華
時間：１８：００より

※ビジター受付は行いません。

3 月 ■桜井ロータリークラブ■
・３月２０日（水）・・・定款第６条第1節Ｃにより、休会。
※ビジター受付は行いません。

次週の例会 平成２５年２月２６日（火）

卓話 松岡 嘉平治 様

大正生まれの日本人

●会報・IT委員会/中奥雅巳 冨川悟 平方貴之 webmaster/中奥雅巳


