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HIRATSUKA RC テーマ
：ロータリー活動を楽しもう
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BE THE INSPIRATION

１．真実かどうか ２．
みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．
みんなのためになるかどうか
会長 : 杉山 昌行

副会長 : 鳥山 優子

2019 年 5 月 30 日

幹事：木村 義広

第 3208 回

会報委員長：青山 紀美代

週報第 3208 号

5 月 30 日

会員数 59 名

対象者 57 名 出席者 33(31) 名

出席率 55.93 %

前々回

5 月 16 日

会員数 59 名

対象者 57 名 出席者 43(41) 名

出席率 72.88 %

本日の卓話者ご紹介
自衛隊神奈川地方協力本部長
１等海佐 兼本 貢祐様

卓話

「海洋と海上自衛隊の概要」

自衛隊神奈川地方協力本部長
１等海佐 兼本 貢祐

１海洋の役割
海洋を
「国や社会に対して及ぼした影響や役割」
という観
点で捉えると、４つの役割があると言えます。
まず第１に
「輸
送路としての海」
です。低コストで大量輸送が可能な船舶の
海上交通路としての海です。第２に「情報経路としての海」
です。
かつては、
遠方の情報や思想は船舶に乗った人や書物
を媒介して伝えられました。現在は海底ケーブルを通じて
大量の情報がやり取りされています。第３に「資源産出の場
としての海」です。かつては漁業資源のみでしたが、現代に
おいては石油やガス等の天然資源に加え、潮流による発電
等、
海そのものを資源とすることもできるようになっています。
第４に「防壁、攻撃の経路としての海」
です。特に、我が国に
とって海は外敵の侵攻を防ぐ、正に防壁としての役割を果た
してきましたし、
これからもそうだと言えます。
２海上防衛力の特性
海上防衛力とは何でしょうか。海洋のもつ特性や、公共財
としての性質から、
一般的に海上防衛力には次のような特性
があると言われています。
①「多目的性」②「制御性」③「機動性」④「戦力投射能力」
⑤「近接の可能性」⑥「象徴性」⑦「持続性」
これら特性は必ずしも同列に扱われるものではなく、
よ
り一般的な言葉で言えば「柔軟性」
と表現することもできると
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言えます。
３海上防衛力の役割
歴史的に海上防衛力は防衛（軍事）、外交、警察の３つの
役割を果たしてきており、
まず「防衛的役割」
ですが、
これは
海上防衛力が本来持っている役割、すなわち他国による侵
攻を抑止し、抑止に失敗した場合にはこれを排除する役割
のことです。次に「外交的役割」
とは、国家の全体的な対外
政策の一手段としての役割で、
例えば艦艇が親善目的で外国
の港湾に寄港することが挙げられます。
そして
「警察的役割」
とは、我が国の海洋権益を確保しつつ、秩序を維持する役割
で、代表的な活動としては海賊対処行動が挙げられます。
我が国では海上保安庁もこの役割を担っています。
なお、実際には海上自衛隊のある行動がそれぞれの役割
に明確に区分されるわけではなく、多くの場合２つ以上の
役割から説明されることの方が多いことに留意する必要が
あります。
４海上自衛隊の概要
海上自衛隊は、海域を特定せず機動的に展開する
「自衛
艦隊」及び区域の防護にあたる５つの「地方隊」のほか、教
育・後方支援を担当する部隊等から編成されています。
自衛
艦隊は、海上自衛隊の主力部隊であり、水上艦艇を主力とす
る護衛艦隊、固定翼哨戒機及び回転翼哨戒機を主として編
成される航空集団、潜水艦を主力とする潜水艦隊、掃海艇を
主として編成される掃海隊群等のいわゆる
「実力部隊」のほ
か、情報や戦術開発など、作戦を支援する部隊により編成さ
れています。地方隊は、横須賀、呉、佐世保、舞鶴及び大湊の
５か所に総監部を置き、割り当てられた警備区域の防衛・
警備にあたっています。

自衛隊神奈川地方協力本部
平塚地域事務所所長の小田切正澄様(左)、兼本貢祐様(右)
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卓話者経歴

自衛隊神奈川地方協力本部長
１等海佐 兼本 貢祐（かねもと こうすけ）様
生年月日：昭和 45 年 1 月 16 日
出
身：岡山県倉敷市
学
歴：岡山県立倉敷南高等学校卒
防衛大学校 37 期（機械工学）
略
歴：平成 05 年 03 月 海上自衛隊入隊
平成 06 年 11 月 第 21 支援整備隊（館山）
平成 07 年 09 月 第 22 支援整備隊（大村）
平成 09 年 01 月 第 123 航空隊（大村）
平成 10 年 08 月 護衛艦はるゆき（呉）
平成 13 年 03 月 第 21 整備補給隊（館山）
平成 15 年 03 月 補給本部（十条）
平成 18 年 03 月 海上幕僚監部教育課（市ヶ谷）
平成 20 年 03 月 第 3 術科学校教官（下総）
平成 21 年 03 月 第 22 検査隊長（大村）
平成 22 年 03 月 海上幕僚監部補任課（市ヶ谷）
平成 25 年 06 月 防衛研究所所員（目黒）
平成 26 年 08 月 海上幕僚監部補任課（市ヶ谷）
平成 26 年 12 月 海上幕僚監部補任課補任班長（市ヶ谷）
平成 28 年 02 月 防衛監察本部第４監察班長（市ヶ谷）
幹事報告

◎2月にお申込み頂きましたロータリー手帳が届いております。
ご予約されてまだ受け取られていない会員は例会後に
受付にて１冊￥700でお受け取り下さい。
お名前は、
江藤、
鳥山、三荒、森会員です。予約されていない方もご希望で
したら、お申し出ください。
委員会報告
・親睦委員会 今村佳広委員長
5/23家族例会、たくさんの方にご参加戴きまして、ありが
とうございました。皇居、首相官邸、サプライズで木村幹事
の誕生日祝いも出来、
グッドジョブが出来て良かったです。
・友好委員会 小野学委員長
花巻は来週6/3(月)〜4(火)
です。7:40平塚駅北口改札
集合で、宜しくお願い致します。

誕生祝いの梅干野修司会員
メークアップ（MUP)

2名

清水雅広、三荒弘道会員
18名

本日のスマイル

◎5月26日(日)に平塚青年会議所創設60周年記念式典が
ホテルサンライフガーデンにて開催されました。
クラブより杉山会長が代表でご出席されました。

秦野RC、伊勢原中央RC、橙グループ

◎国際ソロプチミスト平塚が認証40周年記念式典を6月8日
に開催されますが、当クラブは式典欠席のため、お祝い金
一万円をお渡し致しましたことをご報告いたします。
会長の松井様より先日クラブ宛てにお礼状が届いており
ます。

自衛隊神奈川地方協力本部
〃

◎「湘南よさこい祭り2019」が6月2日(日)に見附台広場にて
開催されます。
開会式に杉山会長がご出席されます。

秦野ロータリークラブ

◎次年度の会員名簿の記載事項に変更のある方は事務局
までご連絡ください。本日が期限となっておりますので、
ご
協力ください。
写真の変更希望の方はメールにてデータを至急お送り
ください。
◎平塚市七夕まつり協賛金のお願いを先週いたしました。
皆様よりお申込みを頂いておりますが、
まだの会員は早め
にご回答を事務局までお願いいたします。

クラブ会報委員会

◎ 青山 紀美代

本部長 兼本貢祐様、
平塚地域事務所所長、
小田切正澄様
7名

ビジター

伊勢原中央ロータリークラブ

井上善博様、田口幸代様、
福森真司様、山口典彦様、
和田洋子様
一見智則様、
小林俊道様
秦野ＲＣより５名︑
伊勢原中央ＲＣより
２名のゲストを
お迎えしました︒

◎下期情報集会が開催されていますが、集会終了後に各グ
ループ幹事は皆様の意見をまとめた報告をデータで事務
局へお送りください。
今回のテーマは「来年度のロータリーライフをより楽しく
するためには！」
です。
報告会は次週の例会6月6日
（木）に行います。

2名

ゲスト

卓話・行事予定
6月16日(木)
6月13日(木)
6月20日(木)
6月27日(木)

下期情報集会報告会
会長卓話
新会員歓迎夜間例会
休会

市内例会変更
平塚西RC 6月26日(水) → 移動例会6月23日(日)
納会（例会場変更）
○ 鈴木 忠治

清水 雅広

馬上 晋

