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2月20日(木) 雪 

●ソング／奉仕の理想 

●司会／海野 均会長 

●ゲスト／元陸上自衛隊中部方面総監 堀口 英利様 

●ビジター／なし 

●2月20日出席率／会員32名中欠席9名、規定除外者

2名70.0% 

●1月 30 日確定出席率／会員32名中欠席4名、規定除

者3名86.2% 

●会長報告／なし 

●幹事報告／前回例会終了後、定例理事会を開催しまし

たので、ご報告いたします。年間プログラムが卓上の通

り承認されました。前回例会でゲストにいらっしゃいま

した、㈱太陽グループ 常務執行役員 髙見 幸浩さん

の入会が承認されました。宮野ガバナー補佐より協力依

頼がありました、『旧豊平川に原始の森を再生するプロジ

ェクト』について、当クラブは後援のみ行うことが承認

されました。衛星クラブ創立についてですが、今年度は

正会員の増強に力を入れる為、見送ることとなりました。

／プレミアホテルTSUBAKIで開催されるブラック・タイ・

パーティーのご案内が届きました。毎年1,000米ドル以

上を寄付を条件に入会が認証されるポール・ハリス・ソ

サエティ会員と入会希望者が対象です。詳細をご希望の

方は事務局までお知らせください。 

●委員会報告／なし 

●米山記念寄付／ 

目標額528,000円 達成額125,800円  達成率23.8％ 

●ロータリー財団寄付／ 

目標額534,600円 達成額229,200円 達成率42.8％ 

●ニコニコBOX／ 

目標額1,100,000円 達成額591,000円 達成率53.7％ 

●主要プログラム 

「日本をとりまく周辺諸国の軍事状況」 

元陸上自衛隊中部方面総監 

堀口 英利様 

今、世界で何が起きているのか？ 

①従来の戦争イメージに変革を

起こす軍事技術・戦略・戦術の変

化。 

ア、2014年3月に生起したロシア 

によるクリミア半島の武力併合の実態 

・グレーゾーン実態（武力攻撃に至らない様々な手段、

例えば、フェイクニュース、テロ活動、反戦デモ、サ

イバー攻撃等）を起こして自らの主張を相手に強要 

・サイバーテロ、電磁波攻撃を駆使した主導的な作戦・

戦闘による奇襲攻撃 

イ、中華民族の偉大な復興を目指すための軍の近代化と

遠望な戦略の選択 

・国産空母（カタパルトなし）、ステルス戦闘機、極超

音速滑空兵器等の開発 

誕 生 日  八木 健真 会員（３月１５日） 
        三上 直彦 会員（３月２４日） 
家族感謝の日  多米  豊 会員（３月９日） 

出口 元治 会員（３月１８日） 
西  智樹 会員（４月１０日） 

創 業 記 念 日  小川 眞治 会員（昭和４９年３月９日）㈱マキ商会 
三上 直彦 会員（昭和３４年３月１３日）三上産業㈱ 
桶谷 治  会員（平成３年３月２５日）桶谷法律事務所 
西岡 憲廣 会員（明治４４年４月１日）札幌山の手高等学校 
中嶋 成実 会員（昭和４６年４月１日） 

中嶋・佐藤司法書士・行政書士事務所 
馬杉 榮一 会員（昭和５４年４月１日）馬杉榮一法律事務所 

入 会 記 念 日  小川 眞治 会員（平成５年４月１日） 
山岸 曉雄 会員（平成３１年４月４日） 
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第２０３６回 例会 

2020 年 4 月 9 日（木） 

第２０３５回  例会報告 

2019～2020 年度 マーク・ダニエル・マローニーＲＩ会長 ロータリーは世界をつなぐ

創立 1977 年 4 月 21 日 

   

会長 海野 均  幹事 池﨑 潤 

今日の 

プログラム 

ＲＩ第 2510 地区第 4 グループ 

クラブモットー：明るく、楽しく、出席しやすいクラブ 



・宇宙（対衛星兵器の開発等）、サイバー攻撃能力、電

磁波攻撃能力の増強等 

・九段線を一方的に主張する中国の遠望な南シナ海戦略

（2010年ころから南シナ海は核心的利益）と言い出し、  

岩礁を広大に埋め立てて滑走路を造るなど一方的に

人工島を形成）アメリカに対抗する一環として原潜か

らの各ミサイル戦略を狙う 

・1992年領海法制定（尖閣諸島を自国の領土と規定）以

降活発化した東シナ海への侵攻 

ウ、強いロシアを目指す強かな戦略 

・オホーツク海を原潜の海とする戦略の推進（オホーツ

ク海への侵入を拒否する地対艦ミサイル・戦闘機等の

配備） 

・ハイブリッド戦の展開（破壊工作、情報操作、秘密裏

の軍事手段等） 

エ、金正恩体制を維持するための非対称的な軍事能力を

誇示する北朝鮮 

・我国を射程に収める数百発の弾道ミサイルの実戦配備 

・10万人から20万人規模といわれる特殊部隊の編成と厳

しい訓練 

・サイバーテロ部隊の養成 

②ＩＳを中心とするテロ事態の多発（2014年頃、年間約

6,000件のテロが発生し、約１万5千人が死亡） 

急速に舵を切る日本の安全保障戦略 

① 防衛計画の大綱（いわゆる31大綱） 

多次元統合防衛力の構築（宇宙、サイバー、電磁波を

含む全ての領域における能力を有機的に融合し、平素

から有事までのあらゆる段階における柔軟かつ戦略

的な活動）を目指す。 

  このため、領域横断作戦に必要な能力を強化する。

（①宇宙・サイバー・電磁波領域における能力の獲得・

強化）、②陸・海・空領域における能力の強化、③持

続性・強靭性の強化） 

② 陸上自衛隊の近未来 

 各種事態に即応し、各種作戦等の実効的な実施及び島

嶼部等に対する侵攻に対処を目指す。 

ア、サイバー部隊の新編。イ、電磁波作戦部隊の新編。

ウ、島嶼防衛用高速滑空弾部隊の新編。エ、弾道ミサイ

ル防衛部隊の新編。オ、機動師団・旅団等への改編。カ、 

水陸起動団の強化。 

 

 

 

 

 

 

 

例会場：札幌三越４Ｆライラック 例会日：毎週木曜日１２：３０ 会報委員／○吉田聡子 

事務所：札幌市中央区南 4 条東 4 丁目 2-1 さくら総合会計ビル  TEL:011-200-2066   FAX011-200-2067  E-mail:sap-seihoku.ri2510@dao.or.jp 

HP アドレス: sapporo-seihoku-rc.com 

次回プログラム      4/16（木)    創立記念例会 

                             クラブ奉仕委員会 

                                ソング：それでこそロータリー 

 

海野 均会員：堀口様、卓話宜しくお願い致します。 
池﨑 潤会員：堀口様、本日の卓話大変楽しみにしております。 
得能宗洋会員：堀口様、よろしくお願いいたします。家族感謝の日祝。 
出口元治会員：体調も回復しましたので、これからは出席に努めます。 
三上直彦会員：元陸上自衛隊中部方面総監 堀口英利様をお迎えして。卓話楽しみにしていました。 
小川眞治会員：暫くぶりの例会です。ウイルス問題で外出に違和感が生じます。互いに気丈に。本日の卓話の

日本軍事状況に関心があります。よろしくお願いします。 
遠島芳然会員：堀口さん、卓話よろしくお願いします。 
多米 豊会員：新コロナウィルスの大流行が無い事を願って。 
西 智樹会員：堀口様本日の卓話楽しみにしていました。よろしくお願いします。 
西岡憲廣会員：家族感謝の日祝。 

 

3/3 に海野会長より、 

チャン・ホアン・アンさん

に 3 月分の奨学金 10 万

円をお渡ししました。 

10 日 (金) 札幌幌南 例会取消（休会） 14 日 (火) 札幌清田 通常例会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
10 日 (金) ライラック 定例休会 14 日 (火) 大通公園 定例休会
11 日 (土) 札幌手稲 理事会裁量により休会 15 日 (水) モーニング 理事会裁量により休会

13 日 (月) 札幌南 例会取消（休会） 15 日 (水) 札幌 例会取消（休会）
13 日 (月) 札幌北 通常例会 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ) 15 日 (水) 真駒内 例会取消（休会）
14 日 (火) 札幌西 通常例会 (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 15 日 (水) 新札幌 通常例会 (ﾎﾃﾙｴﾐｼｱ札幌)
14 日 (火) はまなす 通常例会 (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 16 日 (木) 札幌東 通常例会 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

市内他クラブのプログラム


