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バーステーション　オーナー
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「ポール・ハリス・フェロー」
大橋　良史　会員
橋本　政宣　会員
帰山　明朗　会員
「RLI修了証」
大島　恒彦　会員

地区大会実行委員会敦賀RC
西村・笠原  様
　ご案内の通り、地
区大会を4月8日・9
日に福井市内やサン
ドーム等で開催する。
　メインは恐竜の話

で、模型も2体設置する。エンターティメン
トショーでは、福商の「ジェッツ」が約30分
間ショーを披露するので、ご期待願う。鯖江
RCの皆様には、全員登録でお願いしたい。
また、当日友愛の広場という出店ブース会
場を作るので、福井のうまいもの・伝統工
芸販売等を、県内19RCに出向いて出店協
力のお願いをして回っているので、鯖江RC
さんも出店の参加を是非お願いする。

ゲスト及びビジター紹介と会長の時間　
大島 恒彦　副会長
　本日敦賀 RCか
ら、地区大会のPR
に、西村様・笠原
様。卓話は、バース
テーションオーナー

地区大会PR

好意と友情の握手タイム

福井県内ＲＣ例会日 無印：１２：３０－開始 Ｋ　：１８：３０－開始 Ｌ　：１９：００－開始

勝山ＲＣ(勝山市民活動センタ－) 大野ＲＣ(大野商工会議所会館) 武生府中ＲＣ(越前たけふ農協会館)
武生ＲＣ(武生商工会館) 鯖江北ＲＣ(神明苑) Ｌ 敦賀西ＲＣ(ニュ－サンピア敦賀)

月曜日 福井東ＲＣ(ＡＯＳＳＡ) 若狭ＲＣ(ｻﾝﾎﾃﾙやまね･7-12月ﾎﾃﾙせくみ屋) 敦賀ＲＣ(福井銀行敦賀支店) 金曜日 福井あじさいＲＣ(ﾎﾃﾙﾘﾊﾞ-ｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ)
火曜日 福井南ＲＣ(福井繊協ビル) 水曜日 福井北ＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) 木曜日 福井ＲＣ(ユア－ズホテル福井) 福井西ＲＣ(ﾊﾞ-ﾄﾞｸﾞﾘ-ﾝﾎﾃﾙ･ﾚｼﾞ-ﾅ)

Ｋ 福井ﾌｪﾆｯｸｽＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) Ｋ 丸岡ＲＣ(丸岡城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀ-) Ｌ 福井水仙ＲＣ(福井パレスホテル) 三国ＲＣ(三国観光ホテル)

委 員 会 報 告　
社会奉仕委員会
清水 康弘   委員長
　先日皆様に「サバ
ーンのおやくそく体
操」を、市内幼稚園・
保育所での普及活動

について、体操の紹介と指導を皆様に最低
1か所は参加できるようにお願いしたい。な
お、3月までと大分先の予定もあるので、此
処なら行けそうだな位の返事でよいので、
できるだけ早めの回答をお願いする。
（12月20日（火）迄に）

注意：12月30日は休会です

の田中様、「在日米軍、その全貌」をテーマ
にお話しいただく。
　何回か RLI の話をしているが、無事 3
回出席して、修了証書とバッチをいただい
た。4月の地区大会前に卒業コースを是
非受けるように言われ、頑張りたい。
RLIでは、ロータリーのことを大変勉強さ
せていただき、来年に活かしたいと思う。
　特に気になるのが、財団補助金で、毎年
180ドル /1 人（鯖江 RCでは約 54万）寄
付をしているが、あまり活用していない気
がする。他のクラブを見習って、鯖江も少し
見直しが必要と思う。補助金には、地区・
グローバル補助金があり、今までグローバ
ル補助金を受けたことがない。次年度は
地場産業に視点を置き、その補助金を活
用できないか考えたい。
　RLI 研修の時、バリやインドネシアはメ
ガネが不足していて、学校に行っても黒板
の字が見えないと訴える子どもが多いと
聞いた。それで是非、グローバル補助金を
活用して、メガネを送ってもらえないかと、
言われたので、要望に応え、鯖江をPRす
ることも考えたい。

ロータリー財団　表彰
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講師の紹介
　孝久　治宏　プログラム委員長
　1962 年鯖江市生まれ。90年に 産経新聞社に入
社。記者として社会部で主に皇室を担当し、天皇・皇
后両陛下の中国、フランス、スペ イン訪問の同行取
材をはじめ、皇太子ご夫妻のご成婚の取材などを手
掛けた。97年、異動した文化部で 月刊のクラシック

音楽情報誌『モーストリー・クラシック』を創刊、2005 年まで初代編集長。06年
に 退社して独立、その年から出光興産のコンサートシリーズ「Music in 
Museum by 出光」のプロデュー サーを務めている。10年に鯖江に拠点を移し、
ヤマハ・ミュージックメディアから『世界の音楽祭』を 刊行、鯖江市内に「バー・
ステーション」を開店。同時に県内各地で政治・経済問題の解説を行ってい る。
ブログ「バーのおやじの独り言」が人気を集める。 

　「在日米軍、その全貌」　
バーステーション経営　田中　良幸　様
　先日の米国大統領選挙でトランプ氏が勝利、来年
１月に大統領に就任し、共和党政権が誕生した。トラ
ンプ氏は選挙戦の渦中、在日米軍について「日本が
駐留経費を全額負担しない限り撤退する」と発言、在
日米軍をめぐる議論が活発化している。

在日米軍（USFJ＝United States Forces Japan）とは 
★日本国内に駐留する米軍の総称。日本駐留の根拠は、日米安全保障条約第 6
条。そこに「米軍が対日 防衛義務を負う一方、日本は米軍に基地提供する義務
を負う」ことが決められている。  
★「太平洋軍」の指揮下に、陸軍、海軍、空軍、海兵隊、沿岸警備隊「米軍 5軍」が
日本に駐留。総数 5万 2,060 人（2015 年 9月末現在）。 
★在日米軍全体の司令部は、横田基地で、司令官は空軍中将が代々兼務。５軍
それぞれの司令部は、陸軍がキャンプ座間（神奈川県座間市・相模原市）、海軍は横
須賀海軍基地（神奈川県横須賀市）、空軍と沿岸警備隊は横田基地、海兵隊はキャ
ンプ・バトラー （＝キャンプ瑞慶覧、沖縄県の沖縄市・宜野湾市・北谷町・北中城村）にある。
なぜ米軍は駐留しているのか？
★政府は「日米安保条約では、日本が武力攻撃された場合、米国は日本を守る義
務を負うと取り決められている。日本が武力攻撃を受けた場合、日米両国が共同
して迅速に対応し、侵略を速やかに排除するということを意味する。そのために
は、非常事態に備えて、いつでも対処できるように体制を整えていなければなら
ない。さらに、侵略を未然に防止する、その抑止力としての日米安保体制をより 
有効に活かすためには、米軍が日本に常時駐留して、絶えず訓練を重ね万全な
体制を敷いておく必要があり、日本が米軍に施設・区域を提供しているのは、日
本の防衛のために自ら選択した日米安保体制の 目的を果たすため」としている。 
★日米安保条約と一緒に結ばれた「日米地位協定」では、その24条で、日本は
施設・区域を無償で貸し、民有地なら地代を払うが、「それ以外のすべての経費
は合衆国が負担する」と決まっている。しか し、現実には、日本側が米軍の駐留
経費の一部を負担している。負担することにしたのは1978 年度から で、その

小計 ￥  18,000　
累計 ￥628,000
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笠原　様（敦賀 RC)
帰山　明朗
大島　恒彦
大橋　良史
齋藤多久馬
橋本　政宣

　　　地区大会よろしくお願いします
　　　〃
敦賀RCより西村さま笠原様ありがとうございます。田中様の卓話に期待して
〃
〃
〃
ポールハリスフェロー表彰を頂いて

にこにこＢＯＸ報告

時、初めて62億円を負担した。その背景には、ベトナム戦争で米国が極度の財
政難に陥り、そこにドル・ショック（１ドルが 360 円から約 180 円へと下落）が
加わり、米軍基地で働く日本人労働者の賃金がドル換算でいきなり２倍になり、
永年勤続の日本人警備主任の給料の方が米軍の基地司令より高くなるという
現象が起きた。日本政府は基地労働者の諸手当を肩代わりすることを決めた。
★この負担については、外務事務次官、駐米大使を歴任して「ミスター外務省」
と呼ばれた村田良平氏が自著『村田良平回想録』でこう書いている。 「1952 年
4月発効の、旧安保条約は、日本を占領している米軍が、敗戦とともに主に占領
目的で抑えていた日本国内の諸基地のうち、 これはというものを、そのまま保持
することを合法化する目的でのみ締結されたものであるといえる。 1960 年の現
行安保条約は、旧安保の内容はひどすぎるとして改訂を求めた日本側の要求に
もとづいた交渉で、米国が最低限の歩み寄りを行った結果である。しかし、この
条約もその本質において、米国が日本国の一定の土地と施設を占領時代同様、
無期限に貸与され、自由に使用できるこ とを骨格としている。これらの基地の主
目的は、もとより日本の防衛にあったのではなかった。国際情勢は著しく変わっ
たのに、日米安保条約は一度も改正されず、締結時から48年も経っている。米
国は日本の国土を利用させてもらってお り、いわばその片手間に日本の防衛も
手伝うというのが安保条約の真の姿である以上、日本が世界最高 額の米軍経
費を持たねばならない義務など本来ない」 
★しかし、その後も米軍の要求は増え続け、基地労働者の給与の全額負担、水
道・電気料金の負担、 基地内の施設の建て替えや新築の費用の負担などが加
わり、最近は「海兵隊に沖縄から出て行って欲しいなら移転費を出せ」という要
求も出てきて、日本側の負担が徐々に膨れ上がってきた。 
★在日米軍が沖縄に集中しているのは、沖縄が地政学的に極めて重要だから。
沖縄から空路 4時間圏 にアジアの主要都市が入り、まさに東アジアの「要石」的
な位置にある。那覇空港は現在、その地政学的な利点からアジアの航空貨物の
物流ハブになっていて、2007 年に全日空とヤマト運輸が共同で物流セ ンター
を設けてから、10年ほどの間に荷物の取り扱い量は200 倍近くに増えている。
防衛大学の武田康裕、武藤功教授の共著『コストを試算！ 日米同盟解体』での試算 
日米同盟のコストは、「直接経費」で7,612 億円。日本が失っている利益（機会
費用）が、約 1兆 3,284 億円。これに「直接経費」7,612 億円を合算した約２兆
円が日米同盟を維持する 総コスト。 
自主防衛のコスト「直接経費」と「間接経費」の総額は、最大 25 兆 5319 億円に
達すると推計。 
★米軍に代わる抑止力として核兵器の保有するにしても、技術的には可能でも、
それは日本が「第 二の北朝鮮」となることを意味し、国際社会での孤立を招くた
め非現実的。在日米軍が直接的に日本を 防衛しているわけではないが、米国人
が日本にいて “人間の盾 ”になっていることで生じる抑止力に代わる新たな抑
止力を見出すことは難しく、首相はこの11月14日の参議院「環太平洋連携協
定（TPP）特別委員会」で駐留経費の全額負担に触れ、「日米とも駐留米軍が果
たす役割によって利益を得ていると考えるべきだ」と答弁、「駐留経費も日米間
で適切な分担が図られるべきだと考えている」と協議に応じる考えで、全額負担
とまではいかないが、増額には応じることを示唆した。

　敦賀RCの皆さまよりＰＲの通り、来年4月9日
（日）には地区大会が、また前日8日（土）には関
連事業が開催される。今後、随時、出席をお願い
し参加の取りまとめを行うが、地区大会はサンド
ーム、また前日の関連事業も福井駅前ハピリン
でと大変近くの会場での開催なので、ぜひ、全員

の皆様がご出席となるよう今からご予定をお願いする。
　来週23日（金）の例会は、会場をラポーゼかわだに、開会時間を午後6
時30分からと移動しての忘年例会。多くのご参加返事をいただきありが
とう。バス利用お申込みの方は午後5時30分に鯖江商工会議所を出発す
るので、お間違えの無いようにお願いする。なお、今年の例会は来週が最
終で、30日は休会となるので、ご確認願う。
　そして新年、最初の例会はすでにご案内の通り、1月8日（日）11時30
分からの新年家族例会となる。どうか会員の皆さまはもちろん、奥様、お
子様、お孫様、お父様、お母様などなど、ご家族の方もお誘いいただき、そ
ろってご出席いただけると幸い。なお20日までの締め切りなので宜しく

幹 事 報 告　
帰山　明朗　幹事

お願いする。
　昨日、Faxでご案内したが、新年の事務所開きを新年1月5日（木）11時
より12時ころまでの予定で行う。ご都合のつく方はご参加お願いする。な
お、今回は都合により平日の開催となっているのでご注意願う。
　深見同好会会長より、陶芸教室へのお誘いの案内を回している。会員
の親睦を深める目的で新たに会を新設したので、来年1月22日にお試し
で開催する。同好会に入る、入らないを抜きにして、まずは楽しんでいた
だこうと企画したので、多くの皆様にご参加いただきたい。

「在日米軍、その全貌」
バーステーション　オーナー

田 中　良 幸    様


