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本日の出席率７５.５０％：会員数４７名・出席２７名・欠席１１名・出席規定免除会員７名・ビジター２名

前々回の修正出席率９１.３０％：出席３２名・メークアップ１名・出席規定免除会員出席８名

　先週の創立２８周年記念例会、

懇親会に大勢の皆さんに出席して

頂き有難うございます。

お世話して頂いた前田委員長はじ

め式典例会委員会の皆さんご苦

労様でした。

　１０月７日 （日） と１4 日 （日）、 長

崎県立佐世保特別支援学校の創

立４０周年記念 「秋の祭典」 が高等部の文化祭と小、 中等部の

体育祭として開催されましたので、 岡田奉仕プロジェクト委員長

と手分けして出席いたしました。 私は文化祭の開会式に出させ

て頂きましたが、 佐世保商業高校ダンス部や佐世保南高校吹

奏楽部の協力もあり、 生徒の皆さんも盛り上がって、 楽しくパ

フォーマンスを披露されていましたことを報告いたします。

　私たちの地区大会も開催まで１ヶ月をきりました、 出来るだけ

の協力をしたいと考えています。 地区大会は第２７４０地区内の

活動状況を学んだり、 経験豊富な他クラブのロータリアンとの交

流の絶好の機会です全員参加で盛り上げましょう。
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”アットホーム” 中央で良かった！

１．来信
　　　■ガバナー事務所

　　　　 ・ 2740 地区ホームページ更新のお知らせ

　　　　　　　2018-2019 年度 「ハイライトよねやま 223」

　　　　　　　ロータリー章典 2018.10 月

２．依頼・伝達
　　　地区大会懇親会の出欠を変更される方は、 例会終了まで

　　　に事務局へお知らせください。

式典例会・出席委員会　前田 眞澄 委員長
　先週１０月１１日に開催されました、 佐世保中央ＲＣ創立２８周

　10 月 11 日　 田雑　豪裕・美知子　ご夫妻
　10 月 15 日　 田代　博之・顕子　ご夫妻
　10 月 19 日　 橋口　佳周・裕子　ご夫妻
　10 月 21 日　 鶴田　明敏・弘子　ご夫妻
　10 月 28 日　 牛島　義亮・真喜子　ご夫妻

昭和 22 年 10 月　2 日　古川　直記君
昭和 29 年 10 月 19 日　四元　清安君
昭和 47 年 10 月 22 日　有吉　中　君
昭和 54 年 10 月 26 日　馬渡　圭一君

年記念式典 ・ 懇親会では、 朝長市長ご夫妻を来賓としてお迎

えし、 総勢６４名のご参加を頂きました。 送迎バスを担当して

いただいたメンバー、 式典でご挨拶、 お言葉を頂いたメンバー

の皆様、 ご協力ありがとうございました。

職業奉仕委員会　糸瀬 新 委員長
　１１月８日（木）社員招待（映画）例会の締切が迫っております。

多数のご参加をお願いします。

崎元 英伸会長・野村 和義副会長・芥川 圭一郎幹事
本日は、 佐世保ＲＣ　小村英司様　芹野 隆英様の来訪を心

より感謝申し上げます。 明日より、 させぼＹＯＳＡＫＯＩ祭りが

開催されます。 天気予報通りいくと、 久しぶりの晴天の中で

の開催となります。 また、 旭川より、 旭川空港ＲＣの方々も来
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本日の合計　　　　   15,000 円

本年度の累計　　　  367,000 円

●自己紹介

●海上保安庁の概要

・海上保安庁は今年で創設７０周年 （佐世保海上保安部も同様）

・ 昭和２３年、 海上における治安の維持と海上交通の安全の確

保を一元的に担当する機関として発足。 当初は戦時中に敷設さ

れた機雷の掃海作業も担務。

・ 当庁の任務は海上保安庁法 （庁法） に規定されており、 まと

めると①治安の維持、②海上交通の安全確保、③海難の救助、

④海上防災 ・ 海洋環境の保全、⑤国内外機関との連携 ・ 協力

の５つ。 『海上保安庁５つの使命』 と呼ぶ。

・ 所掌事務も庁法で細かく規定されているが大きく①警備救難業

務、②海洋情報業務、③交通業務の３つの正面業務に分類。

【警備救難業務】 領海 ・ 排他的経済水域の警備、 テロ対策 ・

海上犯罪の取締り等治安の確保、 海難救助、 海洋環境の保全

のための指導 ・ 啓発及び取締り、 油流出事故や自然災害対策

【海洋情報業務】 海底地形調査・地震火山調査等の海洋調査、

海図等の作製 ・ 水路通報等の海洋情報の提供

【交通業務】 ふくそう海域における安全対策、 海難防止活動、

航路標識の管理、 航行警報等の安全情報の提供

・ 管轄海域は、 領海 （沿岸１２海里） + 排他的経済水域 （沿岸

２００海里）＝４４７万ｋ㎡で世界８ 位。 （領土は世界５１ 位）

・東京都 （霞ヶ関） に本庁、 全国に十一の管区海上保安本部、

管区海上保安本部の事務所として海上保安部、 海上保安署、

航空基地、 海上交通センター等が設置。 船艇 ・ 航空機は、 こ

れらの管区海上保安本部や海上保安部等の指揮下で各種の業

務を実施。

・勢力は、 予算約 2,100 億円、 定員約 14,000 人、 船艇４５７ 隻、

航空機８３ 機、 航路標識 5,213 基。

・ 我が国周辺海域を巡る状況が一層厳しさを増してきている状況

を踏まえ、 平成２８年１２ 月、 『海上保安体制強化に関する方針』

が閣議決定され、 同方針に基づき段階的に当庁の体制強化を

進めていくことが確認された。

●佐世保海上保安部の概要

・ 佐世保海上保安部の管轄区域は、 海域は長崎県北西部 （対

馬、 壱岐島周辺を除く）。 陸上管轄は、 佐世保、 松浦、 平戸、

大村 + 東彼杵郡、 北松浦郡の４市２郡。

・ 職員は平戸保安署を含め、 約１２０名。 巡視船２隻、 巡視艇

６隻。

・ 巡視船は中型巡視船と言われる約３５０ トンの船が２隻で船名

は 「ちくご」 「あまみ」、 巡視艇は小型巡視艇と言われる約２０ト

ンの船が佐世保に５ 隻、 平戸に１隻の計６ 隻。

・ 当部が管理している航路標識は灯台を含め 132 基。 佐世保

港の入口は狭く、 交通整理のための航路を設定しており、 この

一部で船舶が行き会わないよう管制を実施。 管制は信号を使用

佐世保海上保安部長
佐世保港長　　古川　大輔　様 　

～ 海 上 保 安 業 務 に つ い て～

訪されます。 楽しみです。 本日は、 佐世保海上保安部長　

佐世保港長　古川　大輔様の卓話となっております。 楽しみ

にしておりますので、 よろしくお願いいたします。

鶴田 明敏君
結婚記念日のお花、 ありがとうございます。

橋口 佳周君
明日は４３回目の結婚記念日です。 クラブから花を頂けるよう

です。 ありがとうございます。 私の方も毎年花束を送ってい

ますので、 明日の我が家は花であふれる予定です。

牛島 義亮君
結婚記念日のお花を頂けるそうで、 先にニコニコします。 今

月の２８日に確か４０回目の記念日だと思います。 お互いよく

頑張って、 あまりケンカもせず楽しく夫婦生活を送っておりま

す。 皆様のご支援のおかげです。

田雑 豪裕君
結婚記念日のお花ありがとうございました。 近頃すぐ忘れま

すが、 お声かけ頂きました宮﨑宗長さん、 重ねてありがとう

ございます。

四元 清安君
誕生日お祝いありがとうございます。 ６４歳になります。 来年

は年金生活が始まります。

前田 眞澄君
先週の創立２８周年記念式典、 懇親会では多くの方にご参

加頂きありがとうございました。 次は松田委員長の忘年家族

例会です。 よろしくお願いいたします。

八重野 一洋君
１０月１２日くっけん広場で行いました 『ギタリスト TOMOKO ラ

イブ炎の１０番街』 にご来場頂きました、 特等席の鶴田さん、

牛島さん、 かぶりつきでありがとうございます。 前田真澄さん、

宮崎宗長君ご夫妻でノリノリ。 チケット大量大人買いの岩政さ

んドリンクがぶ飲みご機嫌でした！チケット販売も順調に興行

収支は問題無くライブを終えることが出来ました。 ご協力あり

がとうございました！本日娘が帰省しており空港まで送りのた

め例会欠席のためニコニコします。

香月 章彦君
先週金曜日、 事務所セミナーを開催しました所、 多数の会

員の皆様のご参加を頂きました。 ありがとうございました。 「も

しもノート」 是非ご活用ください。

馬渡 圭一君
１０月２６日で３９歳となります。 体に気を付けて頑張って参り

ます。
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ＳＡＡ： 田中啓輔君

次回例会／１０月２５日　１２:３０～

して実施しており、 切り替えは保安部からの遠隔操作。

・ 佐世保港では米軍の原子力艦等が入出港する際、 所要の警

備を実施。

・ 今後取組んでいく （取組んでいる） 業務。

◎東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ等を見据えたテロ対策

◎大型クルーズ船入港に伴う安全の確保 （航行安全、 テロ対

策等） 等

●最近の海上保安庁を取り巻く情勢 （領海警備）

◆尖閣周辺海域

・ 尖閣諸島が日本固有の領土であることは歴史的にも国際法上

も疑いのないところであり、 現に我が国はこれを有効に支配。

・ 平成２４ 年９ 月尖閣三島を国有化。 これに反発した中国が公

船を周辺海域 （接続水域） にほぼ常時配置し、 度々領海侵入

する事態が現在まで継続。

・ 当初は報道等でも大きく取り上げられていたため、 国民の関心

も高く広く国内で知られるところとなっていた。 現状も何ら変わっ

ていない。

◆小笠原周辺海域

・ 平成２６ 年９ 月、 中国さんご漁船が小笠原で多数違法操業。

・ 巡視船、 航空機を集中的に投入のうえ監視 ・ 取締り実施し、

中国人船長等１１人逮捕。 現在、 同海域で中国さんご漁船は

殆ど認めていない。

◆沖ノ鳥島周辺海域

・ 平成２８年４月沖ノ鳥島の東南東約１４９ 海里の我が国排他的

経済水域内において操業中の台湾漁船を拿捕、 船長を現行犯

逮捕。

・ 当時の馬英九総統は、 『沖ノ鳥島は島ではなく岩礁であり、 日

本は排他的敵経済水域を主張できない。』 旨の声明を出し、 台

湾漁船の保護を名目に当該海域に台湾の巡視船等３隻を派遣。

・現在は政権も代わり、 当該海域における台湾との緊張は緩和。

◆日本海大和堆周辺海域

・ 近年、 大和堆周辺海域で違法操業する北朝鮮籍の漁船が急

増。

・ 巡視船を派遣し、 退去警告等実施。

　佐世保海上保安部は今年７０周年を迎えました。 今後も安全

で安心な美しい海の実現に向け、 職員一同職務に精励して参

る所存ですので、 引き続きお力添えの程、 よろしくお願い致し

ます。
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