
２０１４年５月７日　第２１４９回例会　VOL. ４５　No. ４１

■司　　会　副 SAA　市川　慎二

■開会点鐘　会　長　安藤　公一

■斉　　唱　君が代、奉仕の理想　　　
　　　ＳＬ　太田　勝典

■出席報告

　 
■本日の欠席者
青木、内田、北澤、松本

■他クラブ出席者
矢田（横浜鶴峰 RC）、鈴木（神奈川 RC）

■ビジター
森本　　潔殿（横浜瀬谷 RC）

■ゲスト
高田　　充様（自衛隊神奈川地方協力本部長、一等海佐）

竹崎　英治様（陸上自衛隊、横浜中央募集案内所）

三國　　隆様 （海上自衛隊、横浜中央募集案内所）

佐々木利幸様（陸上自衛隊、神奈川地方協力本部）

■５月誕生記念祝

本日の出席率　85.71％

本日の出席数    24 名会  員  数 　 　  33 名

修正出席率   　100％
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兵藤　哲夫会員　　　　5.8

太田　勝典会員　　　　5.27

■会長報告
　今年のゴールデンウィークは天候にも恵ま

れ、皆様有意義にお過ごし頂いたことと存じ

ます。いつもと違う 1 週間のリズムとなり何

となく調子が掴めない方もいるかと思います。

皆様御身体にお気をつけ頂きこれからの季節

を元気にお過ごし頂きたいと思います。

　５月３日の横浜パレードに参加された皆様、

暑い中お疲れ様でした。このような大きなパ

レードに参加するのは、生涯で初めてのこと

でしたので、前夜よりワクワクしておりまし

た。いつもは自動車に独占されている大通り

の真ん中を沿道の見物客の応援の中歩くのは

予想以上の快感でした。マラソンや駅伝の選

手達が沿道の応援に力を貰ったという意味が

分かるような気がしたのは私だけではなかっ

たと思います。このような貴重な機会を創っ

て頂いた二宮登さん初め、横浜マニラ友好協

会の方々、甲冑一式をご用意頂いた鎌倉の皆

様、本当にお世話になり、ありがとうござい

ました。そして甲冑姿となり、時には勝鬨を

リードされた浜旭区長、プラカードを掲げ先

頭を歩かれた古川市議もご参加頂き、旭区全

体の結束を改めて認識した次第です。パレー
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ド自体には参加されませんでしたが、参加者

の面倒を見て頂いた二宮麻里子さん、そして

カメラマンとして活躍された青木さんもご苦

労様でした。草鞋で 4km ほど歩きましたが、

慣れない私の足の裏は未だに完全には回復し

ておらず改めて靴のありがたさと昔の日本人

の頑丈さを思い知らされた次第です。当日の

写真を二宮登さんがお持ち頂きました。入口

近くの机の上に置いてますので、お帰りの際

にご覧ください。

　因みに５月５日の子供の日は、昭和 23 年に

制定され、祝日法によれば、「こどもの人格を

重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母

に感謝する」ことが趣旨とされています。母

の日も今度の日曜日です。

　いつから５月４日が国民の休日となったの

か調べてみました。制定は 1985 年昭和 60 年

12 月でしたが、実際適用されたのは 1988 年

昭和 63 年でした。86 年は日曜日、87 年は３

日の憲法記念日の振替休日でした。国民の休

日から祝日みどりの日への昇格となったのは

2007 年平成 19 年のことでした。国民の祝日

は現在年間 15 日となっています。もう一日祝

日が増えそうです。７月第三日曜日の翌日の

海の日に対し、お盆前の月曜日を山の日と制

定する動きがあり、今国会でこの法案が通れ

ば、2016 年より実施される予定です。

　本日は、自衛隊の高田一等海佐様の卓話で

す。宜しくお願いします。

○地区関係

１）5/17 に地区インターアクト研修会が予定

されており、青木さんが出席予定です。宜し

くお願いします。

○クラブ関係

１）先週 4 月 30 日、次年度第 1 回クラブ協議

会が開催されました。内容は来週に次年度幹

事より報告があると思います。休会日にもか

かわらずお集まり頂いた方々、お疲れ様でし

た。

２）本日、夜に理事役員会を予定しています。

理事役員の方宜しくお願いします。

■ザ・よこはまパレード参加報告 
　　　　　　　　　                            二宮　　登

　５月３日に開催されました第 62 回「ザ・よ

こはまパレード、日比の英雄たち」に鎌倉武

士の鑑とされる畠山重忠公は、今年生誕 850

年を迎え、国民、県民、市民に広く顕彰する

ために参加致しました。

　畠山重忠は源頼朝の鎌倉幕府樹立に大きく

貢献しました。頼朝の死後、北条氏の権力掌

握の過程で罠にかかり、濡れ衣をきせられ討

伐されました。旭区二俣川万騎ヶ原～鶴ヶ峰

が戦場となり、重忠は弓の名人、愛甲季隆（す

えたか）によって、命を落としたと言われて

います。畠山重忠に扮する浜旭区長が総大将

をつとめ、横浜旭ロータリークラブ、横浜マ

ニラ友好委員会が参加しました。又、鎌倉北

条時政軍団 (鎌倉市民代表 )が加わりました。

　上：パレード参加の皆さん　下：浜旭区長の雄姿

■次年度の例会時の食事について

会長エレクト　増田嘉一郎

１）経過

　現在食事を注文している「じゅり」から食

事代の値上げ要求がきましたので、本年３月

12 日現執行部において同店との話し合い、今

年度６月までのことを取り決めました。

　そこで、７月以降の食事をどうするかとい



太田　勝典／１か月の留置場せいかつ、シャ

バの空気はいいものです。いままでの生きざ

まを反省する良い機会でした。

今野　丁三／女房に言われました。お花をく

れるのはロータリーだけだと…ありがとうご

ざいました。(5/2 生まれ )

吉原　則光／①好天下の五月第一例会、自衛

隊の皆さん、公務多忙のところおいでいただ

き有り難うございます。卓話を拝聴したいと

思いますので、よろしくお願い致します。②

畠山重忠公のパレード、暑いところご苦労様

でした。

千葉　和裕／① 5/3 の横浜パレード、お疲れ

様でした。②太田さん、元気なお顔を拝見で

きて何よりです。③ 5/1 付で旭区に新会社を

立ち上げました。これで晴れて旭区に籍を置

く旭ロータリーの会員になれました。

後藤　英則／二宮登会員、二宮麻理子会員、

横浜パレードでは大変お世話になり、ありが

とうございました。貴重な経験をさせて頂き

ました。②太田会員、退院おめでとうござい

ます。

市川　慎二／①高田充様、ご多忙の中、お越

し頂きありがとうございます。卓話宜しくお

願い致します。②横浜パレードに参加の皆様、

お疲れ様でした。二宮さん、ありがとうござ

いました。

斎藤　善孝／高田本部長様、本日はお忙しい

中卓話をしていただきありがとうございます。

竹崎所長、三國さん、佐々木さんようこそお

越し下さいました。

杉山　雅彦／大変良い季節になりました。皆

様、お元気にお過ごしのことと存じます。相

鉄で特急の運行が始まりました。まだ日中の

運行のみですが、二俣川はますます便利にな

りそうです。

増田嘉一郎／高田様、お忙しい中卓話をお引

受けいただきありがとうございます。楽しく

聞かせていただきます。

二宮　　登／ 5/3、第 62 回ザ・よこはまパレー

ド畠山軍団にご参加ありがとうございました。

皆様のご協力で無事終了することが出来まし

た。

二宮麻理子／① 4/26,27、一泊二日で「東北
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うことになります。「じゅり」から申入れのあっ

た１回 30 人を定額で 68,040 円という価格は、

当クラブの財政からは厳しいのです。

　幸い謝朋殿が、現在鶴峰ロータリークラブ

が注文しているのと同一条件でということで

引き受けてくれることになりました。お弁当

で１食消費税込みで 2,000 円です。

２）７月以降の体制

　次年度７月以降は、次のようになります。

①机と椅子のセットと撤収は謝朋殿が担って

くれますが、装飾は当方で行うことになりま

す。従って、現執行部が A 班から E 班の準備

担当を振り分けてくれましたが、これは７月

以降も続くということです。

②食事は謝朋殿ですので、中華になります。

お茶は温かいのと、冷たいのが飲み放題です

が、みそ汁とかスープとかコーヒーはつきま

せん。支払は、注文した実数になりますので、

入口で記載している次週の出欠予定は、正確

に記載するようにお願いします。

　謝朋殿の方では、しばらく経過したら皆さ

んからアンケートを取ると言っております。

何か気がついたことがあればアンケートの際

に謝朋殿に、勿論いつでも構いませんので、

私なり、漆原に聞かせていただければと思い

ます。

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

安藤　公一／①高田一等海佐を初めとする自

衛隊の方々、御多忙中にもかかわらずお出で

頂きありがとうございます。卓話宜しくお願

い致します。②５月３日のよこはまパレード

に参加して参りました。二宮さんを初めとす

るご手配頂いた方々に心より感謝申し上げま

す。③瀬谷ロータリークラブ森本様ようこそ。

福村　　正／①自衛隊神奈川地方協力本部長

高田充様、竹崎様、三國様、佐々木様、本日

は宜しくお願いします。②瀬谷ロータリーク

ラブ森本様ようこそ！③先日、横浜パレード

に参加された会員の方々、お疲れ様でした。

二宮さん大変お世話になりました。

安藤　達雄／①先日は仮装行列に出勤された

皆さん、たいへんおつかれさまでした。②自

衛隊の皆さん、本日は卓話にお越し頂きあり

がとうございます。
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桜の旅」と題してナムちゃんと行って来まし

た。② 5/3、よこはまパレード無事終了しま

した。ご協力ありがとうございました。

五十嵐　正／①二宮登さん、麻理子さん、先

日の国際仮装行列では大変お世話になりまし

た。とても楽しい経験をさせて頂きました。

②高田一等海佐、本日の卓話よろしくお願い

します。

佐藤　真吾／①高田一等海佐をはじめとする

自衛隊の方々、公務御多忙の中、ありがとう

ございます。②横浜瀬谷 RC 森本様ようこそ。

③太田さん、お元気そうで何よりです。

漆原恵利子／①神奈川地方協力本部長、高田

様お忙しい所ありがとうございます。卓話よ

ろしくお願いします。②二宮さん、5/3 パレー

ドお世話になりました。

■卓話　「最近の中国海軍と東シナ海情勢」　
　　自衛隊神奈川地方協力本部　高田　　充

最近の中国海軍と東シナ海情勢

１）中国の海軍戦略と海軍力の整備

　中国にとって、絶対に譲歩できない国益と

いわれている「核心的利益」の中に、「領土保

全」が謳われており、これは人民解放軍の活

動にも大きく影響を与えている。

　また、中国は、自国の海洋権益の維持と台

湾独立を阻止するため、強大な人民海軍が必

要との認識であり、豊富な国防予算を背景に

着実に海軍力を増強させている。

　中国海軍の戦略は「近海防御戦略」を採っ

ており、南西諸島から台湾、フィリピンに至

る「第１列島線」より大陸棚に米軍を絶対入

れず、伊豆諸島、小笠原諸島、グアムを結ぶ「第

２列島線 J で米軍を撃破する構想を有してい

る。米軍はこれを「A2Ad」戦略と呼んでいる。

２）中国の海洋進出と東シナ海情勢

　中国は、南シナ海の西沙諸島及び南沙諸島

の多くを実効支配しているが、いずれも周辺

国におけるソ連軍や米軍の撤退に呼応するよ

うに勢力圏を拡大してきた。東シナ海では、

在沖縄の米軍プレゼンスと自衛隊の存在によ

り、実力行使ではなく、海洋資源開発や管轄

権行使の実績を積み重ねつつ、更なる進出の

機会を伺っているものと見られる。

３）防衛省・自衛隊の対応

　警戒監視の態勢を間断なく維持することが

中国を抑止する意味において極めて重要であ

り、防衛省・自衛隊では、平素からこの態勢

を整えて所要の警戒監視を行っているところ

である。

　25 大綱では、警戒監視態勢の更なる強化と

併せ、「統合機動防衛力」を構築し、島嶼防衛

体制の充実を図ることとされた。

　　　　　　　　　　週報担当　吉原　則光

■次週の卓話  　
「モンスターペアレント」　市川　慎二会員　


