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本日の出席率７５.５６％：会員数４５名・出席２８名・欠席１１名・出席規定免除会員（６）６名・ビジター２名

前々回の修正出席率１００％：出席３７名・メークアップ２名・出席規定免除会員出席６名

　皆さんこんにちは。 日々天候が

変わる状況です。 体調には十分

注意をしてください。

　本日の卓話者は、 海上自衛隊

佐世保地方総監部幕僚長 海将

補 出口 佳努様です。 話を楽しみ

にしております。 最後までのご聴

講をお願いします。

　この一週間、 ロータリーに関わる活動は特にございませんでし

たが、 先週の例会終了後に被選理事会が行われ、 次年度に

向けた岩政体制が着々と進んでおります。 会員皆様の積極的

なご協力をお願いしておきたいと思います。

　国際的には色々な問題もあっておりますが、 楽しいニュースで

行きましょう。 先に行われた県下一周駅伝では、 西彼西海チー

ムが３年ぶりに優勝し、 佐世保市チームも躍進賞を頂きました。

また、 牛島君が東京マラソンに出場をいたします。 元気よく完

走をしていただきたいと思いますので、 全員でパワーを送りたい

と思います。

　西海町の方では、 梅の花が多く咲いておりまして、 今後特別

な寒波が来ない限り豊作の年になるのではと思っております。

１．例会変更
ハウステンンボス佐世保ロータリークラブ

３月２８日（火）１２：３０→３月３０日（木）１８：３０～
場所 ： 香門　　　　観桜例会のため

〒857-0875 佐世保市下京町 10-6 太陽アネックスマンション 306 号室 TEL.0956-25-5595 FAX.0956-25-3445 Mail.chuo.rc@theia.ocn.ne.jp

佐世保ロータリークラブ　　 　　　　　　 　 河原　忠徳 様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　平尾　幸一 様

２．来　　信
・国際ロータリー日本事務局

３月のロータリーレートのお知らせ　

１ドル＝１１６円 （現行 １１６円）

・一般社団法人ロータリー友事務所
「ロータリーの友」 ２０１７年２月号

・ガバナー事務所
「ガバナー月信　」 ２０１７年２月号

・２０１６～２０１７年度地区大会事務局
地区大会会場 ・ 駐車場のご案内

・ガバナーエレクト事務所
次年度 「クラブ役員キット」

・佐世保ロータリークラブ
第４５回市内８ロータリークラブ親睦ゴルフ大会開催日の変

更のお願い

変更前 ５月２８日 （日）→　変更後 ５月２１日 （日）

・公益財団法人九州盲導犬協会
会報 「ハーネス九州」 第７０号

・（株）熊平製作所 会長 熊平雅人様
抜粋のつゞり　その七十六

・させぼ桜の会  会長 大浦和夫様
第１０回国際親善させぼ桜まつり 「ぼんぼり協賛」 依頼、

チラシ

第１０回国際親善させぼ桜まつり開催案内チラシ

・東日観光（株）
２０１７年国際ロータリー年次大会 （アトランタ大会） 参加

旅行募集案内

３．依頼・伝達
　  ・２月２５日 （土）、 サンパーク吉井で開催されます北松浦　

　　　 ロータリークラブ、 松浦ロータリークラブ、 平戸ロータリーク

　　　 ラブ３クラブ合同例会に会長、 幹事出席します。

          講演　「ロータリー温故知新」 岩永信昭パストガバナー

     ・３月２日の例会は田添直記君の新入会員卓話です。 　　

　   ・３月９日は定例の夜の例会。

　　 ・３月１６日 （木） の例会は、 ３月１３日 （月） １８時３０分より 

　　　  「グランドファーストイン佐世保」 で佐世保東ロータリークラ  

　　　 ブ、 佐世保北ロータリークラブ、 佐世保中央ロータリークラ 

　　　 ブ３クラブ合同例会を開催しますので、 休会になります。
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本日の合計　　　　    10,000 円

本年度の累計　　　 711,000 円

佐世保ロータリークラブ　河原忠徳様
こんにちは。 本日はメークアップでまいりました。 お世話にな

ります。

佐世保ロータリークラブ　平尾幸一様
佐世保ロータリークラブの平尾です。 久しぶりにお邪魔しま

す。 久しぶりに今日、 佐世保ロータリークラブの河原さんに

お会いできました。

山瀧 正久会長・岩政 孝副会長・岡 光正幹事
皆様こんにちは！佐世保ロータリークラブ 河原忠徳様、 平尾

幸一様のご来訪を心より歓迎いたします。

さて、 本日の例会は海上自衛隊佐世保地方総監部幕僚長

海将補 出口佳努様の卓話になっております。 大変興味深い

お話が聞けると思います。 会員一同楽しみにしております。

本日もどうぞよろしくお願いいたします。

松尾 英機君
先日、 延寿会におきまして喜寿の祝いをしていただき、 その

上立派な額入りの記念写真まで頂戴してありがとうございまし

た。

竹本 慶三君
出口幕僚長の卓話、楽しみにしております。 「GCI グランプリ」

をはじめお世話になります。

野村 和義君
今日はニコニコする予定ではなかったのですが、 本日ご来訪

いただきました、 平尾先生と目があいましたので、 ニコニコい

たします。 平尾先生、 ご来訪ありがとうございます。 来週も

お待ちいたしております。

芥川 圭一郎君
出口幕僚長様のご来訪ありがとうございます。 日頃より 「させ

ぼコンパス２１」 で大変お世話になっています。 卓話、 楽し

みにしています。

■ ゲスト卓話 ■
海上自衛隊佐世保地方総監部幕僚長
海将補 出口佳努様

「我が国の海上防衛力整備の概要
（平成２９年度　海自予算案）」
１　我が国の海上防衛力の生成過程の概要
　今次大戦に敗れた我が国は、 終戦時

に辛うじて保有していた艦船、 航空機等の装備品はほぼ全て

進駐してきた連合国の手により破壊され、 昭和２７年４月の海

上警備隊 （海上自衛隊の前身） 発足時、 海上防衛力の観点

からはまさにゼロからのスタートであり、 主力は米国からの貸与

艦艇、 供与航空機等であった。 従って、 海上防衛力としての

体系的な能力は無いに等しく、 その後、 昭和２９年７月に海上

自衛隊が発足し、 各種防衛力整備計画等により、 海上防衛力

としての各種能力の拡充が開始された。

　　昭和３２年５月、 「国防の基本方針」 が閣議決定され、 昭

和３２年６月に閣議決定された 「第１次防衛力整備計画」 を皮

切りに 「第４次防衛力整備計画」 まで、 三か年または五か年

の計画に基づき海上防衛力が整備され、 質と量の面で十分と

は言えないまでも、 根幹的な能力が概ね整形された。

　　更に、昭和５１年１０月には「防衛計画の大綱」（以下、「大綱」

という。） が閣議決定され、 基幹部隊、 主要装備品について

は 「別表」 に規定され、 当該別表の水準を目標に防衛力整

備が継続された。 なお、 「大綱」 策定後は、 当初、 単年度の

計画 （年々整備内容を決定） であったが、昭和６０年９月には、

「大綱」 に基づき 「中期防衛力整備計画」 （五か年の計画） （以

下、 「中期防」 という。） が閣議決定され、 海上防衛力につい

ても中期的な視点から 「大綱」 水準を目標に整備されるように

なった。 以後、 情勢の変化を踏まえ、 「大綱」 は４回見直しが

行われ、 各 「大綱」 の下、 １～２つの 「中期防」 が策定され、

現在に至っている。 現在の防衛力整備は、 「国家安全保障戦

略」 （平成２５年１２月閣議決定） を最上位に、 「防衛計画の大

綱」、 「中期防衛力整備計画」、 「各年度の予算要求」 という体

系で行われており、 次に、 平成２９年度の海上自衛隊の防衛

力にかかる政府予算案の概要について述べる。

２　平成２９年度　海上自衛隊の政府予算案の概要
　最初に主要な装備品であるが、 潜水艦、 掃海艇、 音響測

定艦及びえい船を各１隻計上している。 護衛艦や航空機の計

上がなされていないことにお気付きであろうか。 昨今の我が国

を取り巻く安全保障環境は、 決して護衛艦や航空機を減勢さ

せても良い状況にはない。 しかし、 我が国の厳しい財政事情

を踏まえれば、 従来のように、 長年使用した護衛艦や航空機

を用途廃止し、新たな新造艦や新造機で補充して勢力を維持、

或いは増勢することが困難になってきており、 苦肉の策として、

護衛艦、 潜水艦をはじめとする艦艇等の艦齢延伸、 固定翼 ・

回転翼哨戒機等の機齢延伸を行うに至り、 ２９年度も、 艦艇１１

隻艦齢延伸工事、 航空機８機の機齢延伸を計上している。 他

方、 各事態に対して実効的な抑止及び対処を行うためには装

備品の数量を維持するのみでは不十分であり、 イージス艦のＢ

ＭＤ対応を可能とするための改修、 哨戒機Ｐ－３Ｃのレーダー

のＩＳＡＲへの能力向上等を、 また、 島しょ部に対する攻撃に

対応するための水陸両用戦において陸上自衛隊の水陸両用

車を輸送する必要性から、 「おおすみ」 型輸送艦の改修等も

行うこととしている。

　その他、 必要な司令部等陸上施設の整備、 二国間 ・ 多国

間共同訓練への参加経費、 多国間セミナーへの参加をはじめと
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ＳＡＡ：田代博之君

次回例会／３月２日１２：３０～

次回献立／牛卵綴じ丼、手羽先と大根の煮込み、サラダ

会場 / ホテルニュー長崎
          （長崎市大黒町 14-5）
　 17：00 ～地区指導者育成セミナー
　 18：30 ～ RI 会長代理歓迎晩餐会
　　RI 会長代理  コ・ソンデ氏
　　第３６５０地区パストガバナー 韓国

する防衛協力 ・ 交流事業、 海賊対処活動関連事業、 女性の

活躍とワークライフバランスのための各種事業等を計上するとと

もに、 効率化への取り組みとして、 航空機の機体維持のため

のＰＢＬと呼ばれる長期契約や維持整備方式の見直し、 更には

装備品の 「まとめ買い」 等も計上し、経費の節減に努めている。

　　以上、 本日は 「海上防衛力整備の概要」 と題し、 戦後か

らの生成過程を踏まえ、 平成２９年度の海上自衛隊の政府予

算案の概要についてお話したが、 我が国の厳しい財政事情の

下、 「あれも欲しい、 これも欲しい」 と要求するのみではなく、

知恵を絞り、 創意工夫も行いながら、 任務遂行に必要な海上

防衛力を効率的に進めようとしている海上自衛隊の一端をご理

解頂ければ幸甚である。 引き続き、 海上自衛隊に対する深い

ご理解とご支援を賜るべく衷心よりお願いし私のお話を終わら

せて頂く。

第１日

第１日

 ２０１７年
４/１６ 日

第３日

会場 / 長崎ブリックホール
　　　 （長崎市茂里町 2-38）
　12：00 ～開会・点鐘　本会議１部
　 14：30 ～本会議２部
　 15：40　 閉会・点鐘
　　　　　　 休憩・一般客入場
　 16：00 ～記念講演 & 演奏
　　テーマ「音楽は楽しく！」  
　　藤重 佳久氏
      [ プロフィール ]　活水女子大学運学学部教授

　　　　　　　　　　　　　　 活水学院吹奏楽団音楽監督

　 17：30　終了
　　　　　　移動

会場 / ホテルニュー長崎
　　　　　（長崎市大黒町 14-5）
 18：30 ～記念懇親会

第２日

 ２０１７年
４/１5 土

2016-2017 年度 国際ロータリー第 2740 地区
　　　             地 区 大 会

ロータリー財団 100 周年記念懇親ゴルフ大会

 時間 8：15 ～　場所 長崎国際ゴルフ倶楽部

                           （諫早市小ヶ倉町 5１） 

エクスカーション
 時間 9：00 ～　軍艦島クルーズまたは長崎さるく

青少年の集い
 時間 9：00 ～　軍艦島クルーズ　

 ２０１７年
４/１４ 金


	1244
	1244-2
	1244-3

