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本日の出席率７８.０４％：会員数４５名・出席２９名・欠席９名・出席規定免除会員（７）３名・ビジター２名

前々回の修正出席率９５.４５％：出席３４名・メークアップ２名・出席規定免除会員出席６名

　毎日暑い日が続きますが、 佐世

保はまだ梅雨明けが来ません。

気象庁の予想では来週２４日頃だ

と言ってました。 お盆が８月１５日

ですから夏本番は２０日間しかな

い事になります。

　春夏秋冬、 １２ヶ月を４で割ると

一季節３ヶ月、 夏が３ヶ月ないと個

人的には困るのですが残念ながら梅雨という対敵があるから仕

方ありません。 皆様、 体調を崩さない様に気をつけましょう。

　先日、 ハウステンボス佐世保ＲＣに行って参りました。 会員２３

名内女性３名の会員数で、 創立２１年、 例会場はホテルヨーロッ

パ レンブラントホール、 例会日は毎週火曜日、 MakeUp Fee は

３０００円となっております。

　因みに創立は１９９６年７月２３日だそうですが、 特別代表 故冨

永 雄幸氏の誕生日でもあり、 創立記念例会は毎年７月２３日に

行われているとの事でした。

　当日は１８名の会員出席でしたが医療関係者も多く年齢層も高

く、 落ち着いた雰囲気で皆さん仲良く食事と例会を楽しんでい

らっしゃる感じがしました。

　来年の会長予定者が挨拶に来られ、 以前お見かけした方だ

なあと思っていたら４年前の会長さんでした。 役員は誰がしても

クラブの皆が応援してくれるので安心ですと笑顔で語られた姿

に、ハウステンボス佐世保ＲＣの優雅さと安定感を感じた事でした。

　「楽しくなくてはロータリーではない」 事を再認識しながら、 会

長挨拶といたします。
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１．例会変更　
　　　＊伊万里西ロータリークラブ

　　　　　　　 日時　７月２０日 （木） １２：３０～ →１８：３０～

　　　　　　　 場所　伊万里迎賓館　※会長 ・ 幹事激励会のため

　　　　　　　  ８月１７日 （木） 休会　定款第 8 条第 1 節により

　　　＊伊万里ロータリークラブ

　　　　　　①日時　７月２６日 （水） １２：３０～ →１８：３０～

　　　　　　　 場所　ロイヤルチェスター伊万里

　　　　　 　　　　　　　　　※　クラブ創立日懇親会のため

　　　　　　②日時　８月　９日 （水） １２：３０～ →１８：３０～

　　　　　　　 場所　武雄温泉森のリゾート　　※納涼例会のため

             　　８月１６日 （水） 休会　定款第８条第１節により

　　
２．来　　信
　　■ガバナー事務所
　　　 ・ 社会奉仕事業アンケートのご協力依頼

　　　　 ・ 地区名簿最終校正のお願い

　　　　 ・ ガバナー事務所休業のお知らせ　　８月１１日～１５日

　　　　 ・ スリランカ洪水被災義援金

　　　　　北部九州集中豪雨被災義援金のお願い

　　　　 ・ 2740 地区ホームページ更新情報

　　　　　　　国際ロータリー 会長エレクトのサム F. オオリ氏　

　　　　　　　ご逝去のお知らせ

　　■ロータリー米山記念奨学会事務局
　　　 ・ 普通寄付金申告領収証の申告について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　■海上自衛隊佐世保地方総監 佐藤 誠様
         ・ 海上自衛隊 佐世保音楽隊 ファミリーコンサートのご案内

　　 　日時　９月２３日 （土） 午後２時～午後４時

　　　 場所　アルカス SASEBO　大ホール

３．依頼・伝達
　　　　　 ・７月１９日 市内ＲＣ会長 ・ 幹事会開催されました。

　　　　　 ・７月２０日 第１回会員増強委員会を開催します。

　　　　　 ・ ７月２７日　第２回理事会を例会終了後に行います。

　　　　　 ・ ８月　３日  納涼家族例会となっております。

　　　　　 ・ ８月１０日  特別休会です。

佐世保ロータリークラブ　　 　　　　

　          田中丸　善弥 様　　　 川添　秀則 様　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　 ＳＡＡ：田雑 豪裕君

　　次回例会／７月２７日１２：３０～

■ゲスト卓話■

１　はじめに

　　朝鮮戦争勃発の経緯と抑止力の必要性について

２　陸上自衛隊の将来態勢 ・ 体制の方向性

（１） 陸上作戦の特性、 陸上防衛力の意義

　　戦場は我が国の領土であり国民の生活に直結している。 我

　　が国を守る上で「最終の決を与える力」としての意義を有する。

（２） 陸上防衛戦略、 陸上防衛構想、 陸上防衛態勢

　ア　陸上防衛戦略

　　国家安全保障戦略の 「積極的平和主義」 に基づき、 国内外

　　の安定の積極的な維持 ・回復又は安定の構築への寄与を

　　図る。

　イ　陸上防衛構想

　　統合機動防衛力 の構築を実現するため、 迅速かつ段階的

　　な機動展開を行い、 実効的な抑止・ 対処を行う。

　ウ　陸上防衛態勢

　　多くの島しょ部や長大な海岸線を有する我が国の地理的特

　　性を踏まえた上で、 我が国の抑止・ 対処の態勢を 3 段階で

　　確立する。

（３） 陸上自衛隊の体制改革の方向性

　　即応機動する陸上防衛力を実現するために、 平素からの部

　　隊配置の推進、 機動展開能力の向上、 水陸両用機能の整

　　備等１０項目を重視して体制を構築する。

３　おわりに

　　相浦駐屯地の本年度末の変化について

陸上自衛隊 相浦駐屯地
第５陸曹教育隊長　
　　　１等陸佐　山﨑 繁 様

佐世保ロータリークラブ　田中丸 善弥様
岩政 孝会長へのエールの意を込めてニコニコします。

佐世保ロータリークラブ　川添 秀則様
　初めて参加させて頂きます。 よろしくお願い致します。

岩政 孝会長・岡田 文俊副会長・川島 千鶴幹事
佐世保ロータリークラブ　田中丸 善弥様、 川添 秀則様、 本

日のご来訪、 誠にありがとうございます。

本日はゲスト卓話として、 陸上自衛隊第５陸曹教育隊長１等

陸佐山﨑 繁様のお話をお聞き致します。 総務課島田 雄大

様ご同行ありがとうございます。 また、 今月の結婚記念日、

お誕生日をお迎えの方、 おめでとうございます。

溝上 純一郎君
お誕生日祝い、 ありがとうございます。

西村 浩輝君
先日、 スポーツ吹き矢の昇段検定で初段合格しましたので

ニコニコします。 健康や集中力増進に役立ちます。 皆様も

一度体験されてください。 ありがとうございました。

崎元 英伸君
お誕生日祝い、 ありがとうございます。

崎山 信幸君
皆さんこんにちは！本日の例会を欠席しております「さきやま」

です。 なかなか出席が出来ずに、 平岩 SAA 委員長、 山口

親睦例会委員長をはじめ、 それぞれの委員の皆様方にご迷

惑をおかけいたします。 おそらくこの時間帯は、 仙台駅から

盛岡駅に移動の最中だと思います。（もちろん公務出張です）

新幹線の車中から例会場に思いをはせ、 ニコニコします。

本日の合計　　　　   11,000 円

本年度の累計　　　 121,000 円

７月　２６日　吉野 英樹・昌美 ご夫妻

昭和３１年７月　１日　池永　隆司 君
昭和４３年７月　２日　田中　啓輔 君
昭和２５年７月　５日   溝上純一郎 君
昭和２７年７月１６日　崎元　英伸 君
昭和１７年７月２６日　鶴田　明敏 君

田中 啓輔君
お誕生日のプレゼント、ありがとうございます。４９歳になりました。

吉野 英樹君
１年目からお互いに忘れていた結婚記念日も思い出したり忘

れたりで、 １５年を経過した模様です。 今月２６日でした。 次

回からはこの封筒で思い出すことになりますね。 良かったり悪

かったりです。

【陸上自衛隊の将来態勢・体制の方向性について】
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