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できるように心がけて頂き会員増強につなげて頂きたいと思

8月は「会員増強・拡大月間」です

います。今月中には湘南ビーチFMに出演し、逗子RCのPR

会員増強・維持は、国際ロータリーにおいても当クラブに

と10月に予定している逗子RC杯第10回逗子海岸ビーチバ

おいても永遠のテーマで、ロータリーとしては昔から言われ

レー大会の案内をする予定です。今後も様々な広報活動を通

てきた最重要課題です。6月30日現在、当 2780地区には9

して会員増強につなげていきたいと思います。皆様にも、会

グループ63クラブ、総会員数2222名が登録されています。

員増強へのご協力をお願いする次第です。

1G 横須賀市・三浦市

5クラブ

197名

2G 鎌倉市・逗子市・葉山町

5クラブ

177名

幹事報告

3G 藤沢市全域

8クラブ

209名

 2016 年規定審議会代表議員選出の件

4G 茅ケ崎市・寒川町・綾瀬市

6クラブ

230名

 2014-15 年度財団補助金管理セミナー13:00～

5G 相模原市全域

10クラブ

310名

 8/18 ｲﾝﾀｰｱｸﾄ学友会主催交流会 13:00～八景島

6G 大和・海老名・厚木・座間市他 9クラブ

321名

 国際ソロプチミスト逗子葉山

7G 秦野市・伊勢原市

6クラブ

242名

8G 平塚市・大磯町・二宮町

7クラブ

232名

9G 小田原市・箱根町・南足柄市他 7クラブ

304名

毎年度どのクラブも会員増強を目標に活動しておりますが、
妙案がなく手をこまねいているのが現状だと思います。
当クラブは、三宅年度に会長自らが発案した『クラブ活性
化のための働き盛り世代入会勧誘促進事業』、これは入会し
た50歳未満を対象にクラブの活性化資金を使い、会費の一部
(一年間に限る)と入会金を助成するという画期的なアイデア
でした。この方法は大変効果的であり、結果として三宅年度
は13名が入会、当時地区内の増強人数では当クラブが他クラ
ブを大きく離し1位でした。岩瀬年度、そして今年度も継続
して行っています。それに併せ今年度、三宅会員増強・維持
委員長のご尽力で内容の充実した素晴らしい入会パンフレッ
トも作成して頂きました。会員一人一人がこの入会パンフレ
ットを常に携帯して頂いて何時でも対象者へクラブの紹介が

【出席報告】会員数 48 名(出席免除 5 名)

7/1 矢部一美会長就任

８月理事会報告
 9/12(木)新世代からの報告

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ第逗子第１

団・第２団、ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ第 39 団、JC に各 3 万円助成。
 9/5 公式訪問前ガバナー補佐訪問：松井 AG
 9/19 相澤ガバナー公式訪問：夜間例会

食事は 17:00

～18:00 別会場で、18:15 分に例会場で待機。
 相模原大野 RC との合同例会(故山本 PG 関係)：11/21
海狼にて開催。内容は三役一任。
 ビーチバレー大会：10/6(日)開催予定
8/8

川上敦会員「ｱﾍﾞﾉﾐｸｽの行方」

8/15

休会

8/22

納涼同伴例会

8/29

ｸﾗﾌﾞ奉仕ﾌｫｰﾗﾑ「年会費」

18:00 ｶﾝﾃｨｰﾅ

9/5

ガバナー公式訪問リハーサル

12:30 ｶﾝﾃｨｰﾅ

出席数 34 名：出席率 70.83%

12:30 ｶﾝﾃｨｰﾅ

18:00 逗子開成海洋教育ｾﾝﾀｰ

前回修正出席率 75.00％

【ゲスト】松下泰士 海将（自衛艦隊司令官）
【ビジター】山本賢二君・浜田淑子さん(鎌倉)、小田利通君(葉山)、小西恵美子さん(鎌倉中央)

任官して 34 年、半分は船に乗って

円に対して中国の国防予算は１０兆円でこの５年で倍になり、

現場を経験してきました。日本は世界

艦艇は今は綺麗になり、訓練の練度も上がっています。中南米

6 位の排他的経済水域を持ち、北端の

などでは港を作る協力をしたり、補給と休養という名目で入港

択捉から東端の南鳥島、西端の与那国

して親善を図るなど勢力を拡張しており、我が国としてもどう

島まで広範な海上交通を提供してい

やって風穴を開けるか考える必要があります。

る反面、安易にどこからでも入って来

尖閣諸島については、表立っては日中とも警察系で対応して

ることが出来、人口も海岸付近に集ま

いますが、過日のＦＣレーダーの照射事件のように東シナ海で

り、島国ゆえ中国のように有事にはど

両国の軍も遠巻きにしています。中国は、有事には相手を出来

んどん内陸に逃げるわけにも行きません。
また、
輸入の 99.7％

るだけ遠くで叩きたいと考えているようで、東シナ海を自分の

を海上貿易が占め、まさに海が生命線となっています。しかし、

ものにしようとしています。中国もここまで宣伝すると尖閣は

民間外航航路の日本人船員は 3.000 人を切っており船員はほ

諦められないでしょうが、我が国としては「今なら穴を開けら

とんど外国人頼り、船もほとんどが外国船籍で脆弱な面があり

れる」と思わせないことが大事です。アメリカの力もうまく利

国策の必要性を感じます。

用しなければいけない。また、中国は日清戦争後 100 年、海

松下泰士 海将

そのような環境下で海上自衛隊は海上防衛と外交的役割、警

軍の歴史が浅い為、海軍のマナーを国際会議に出て学んでもら

察的役割を担っており近年特に警察的役割が増しています。海

うなど、排除ではなく取り込んでいくことも大切です。

上自衛隊の海外派遣は冷戦終了後ペルシャ湾への掃海艇派遣

北朝鮮に関しては、この前の手口が限界で今後何か起こると

を皮切りにＰＫＯやトルコ地震の際の派遣など益々増えてお

してもその繰り返しでしょうが、人工衛星の発射と核実験の成

り、東日本大震災では護衛艦をすぐに被災地に派遣したり、仮

功はアメリカにとっても脅威です。我が国は既存イージス艦の

設住宅に携わるなどこの方面の仕事は益々増えています。

装備を弾道ミサイルに対応出来るよう増強を進めています。

外交的な役割としては、日ロ、日韓や多国間の訓練にも参加

自衛隊は戦争をしないためにどういうことをしていくかとい

して相互理解に努めています。冷戦終結までは作る自衛隊、冷

うサービスを提供しており、その為には相手に隙を与えないこ

戦終結後は働く自衛隊と言われますが、オイルルートにおける

とが大切です。また、一度戦争になれば勝たなければなりませ

海賊対策など西へ活動範囲が伸びており、６月末時点で各種共

んが、その為の力を付けることが翻って抑止力にもなります。

同訓練などに派遣されている海外派遣部隊の隊員数は合計

そのようなサービスの他に海賊対策や南海トラフの災害派遣

2700 人に上っています。

の検討など仕事は益々増えていきますが人は増えませんので

安全保障面では、中国がとてつもない勢いで軍事力をつけて

個々の隊員の負担が増しています。もうちょっと面倒を見てや

きていることが一番心配で、日本の国防の年間予算４兆数千億

■ニコニコＢＯＸ

本日合計￥

れよという目で見ていただけると有り難いです。
担当：手島万里

５１．０００

累計￥２４４．０００

山本賢二君(鎌倉)…初めてお邪魔します。よろしくお願いします。

山本(三)さん…松下海将、日本のﾄｯﾌﾟになって頑張って下さい。

浜田淑子さん(鎌倉)…今日はお世話になります。松井さん、鈴

草柳君…日夜日本の安全を守って頂きありがとうございます。

木さん、浜田良美「夢の世ライブ」にお越しいただ
きありがとうございました。

この難しい時代のお話拝聴させて頂きます。
宝子山君…松下海将「日本の防衛」貴重なお話、よろしく。

小西恵美子さん(鎌倉中央)…本日はよろしくお願いします。

村田君…松下海将殿、大歓迎！

小田利通君(葉山)…よろしくお願い致します。

寺嶋君…松下さん、貴重なお話ありがとうございます。

石田君…各 RC ビジターの皆様ようこそ。自衛艦隊司令官松下

松田君…先日恵比寿 RC の納涼会に行ってきました。楽しかった。

海将ようこそ。卓話よろしくお願いします。

長野君…鈴木さん一昨日はお声かけて頂き感謝。とても楽しかった。

岩堀君…海上自衛隊自衛艦隊松下海将ようこそいらっしゃいました。

福嶋君…毎日すかっとしない天気だ。本日の卓話で気分もスッキリかな。

岡本君、桐ケ谷君、市川君、山口君、船津君、橘(克)君、矢部

松井君…鎌倉 RC 山本会長、浜田幹事ようこそ。浜田良美さん

(房)君、菊池君、藤吉君、山本(由)君、葉山君、高洲さん、

のアトランティスの子供たちへのｺﾝｻｰﾄ最高でした。

手島君…松下海将、卓話よろしくお願いします。

桐田君…今日は８月１日、昨日支払が終わりました。

三宅君…松下海将、日夜お疲れ様。

毛利君、安藤君…暑いですね。

鈴木(安)君…松下海将、ようこそ。昨日の恵比寿 RC 納涼会参

川上君…猛暑の中、何か忙しい・・・ですね。

加の皆様、ご苦労様でした。
矢部(光)君…波静かなれど、隣国周辺、波高し。自国の防衛は
国民の願い。

臼井君…海にも行かず山にも行かず、暑すぎます。
服部君…外プールの監視をやって真っ黒になりました。

