
２８．７．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

～ 海のNews（６月）～ 

０１（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国、前回に続き参加＝30 日から環太平洋演習－米（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016060100156&g=pol 

○ 空自 F15 戦闘機が嘉手納に緊急着陸（沖縄タイムス） 

 http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=171183 

０２（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 政府が破壊措置命令を解除、PAC3 を撤収（産經） 

 http://www.sankei.com/politics/news/160602/plt1606020073-n1.html 

○ 東シナ海ガス田施設に掘削やぐら 中国に岸田外相抗議（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASJ626DN6J62UTFK01C.html 

○ ロシア、千島の軍事化加速＝日本けん制－北極海航路・中国念頭も（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016060200663&g=pol 

○ 京都 海の安全､豊漁祈る 舞鶴･冠島で「雄島参り」（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASJ615666J61PLZB00X.html 

０３（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国にらみ海洋安保で連携＝日印防衛相が会談（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016060300518&g=pol 

○ 韓国の船舶受注、世界６位に転落（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/06/03/2016060300782.html 

０４（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 南シナ海問題､「海洋秩序を著しく逸脱」と中谷防衛相（ロイター） 

 http://jp.reuters.com/article/nakatani-south-china-sea-idJPKCN0YQ053 

○ 日米韓で初のミサイル防衛演習実施へ 北朝鮮対応で（テレビ朝日） 

 http://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000076329.html 

０５（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 護衛艦あたご 600 人体験航海 京都･舞鶴、芸妓が一日艦長（京都新聞） 

 http://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20160605000012 

○ 空母レーガン、横須賀を出港（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/177162 

○ NLL 付近で不法操業する中国漁船２隻を 韓国漁船が拿捕（ハンギョレ新聞） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/24324.html 
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２８．７．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

○ 東南アジア支援で協力＝今秋に戦闘機共同訓練－日英防衛相（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016060500067&g=pol 

○ 韓日国防相の直通電話設置 韓国は否定（聯合ニュース） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2016/06/05/0400000000AJP201606050

01000882.HTML 

○ 米海軍兵が酒酔い運転し国道 58 号逆走 ２台と衝突し男女２人重軽傷（琉球新報） 

沖縄県嘉手納町 基地外飲酒禁止令違反の可能性 

 http://ryukyushimpo.jp/news/entry-292435.html 

０６（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国、南シナ海めぐり「トラブル恐れず」 アジア安保会議が閉幕（ロイター） 

http://jp.reuters.com/article/asia-security-idJPKCN0YR109 

○「重慶大爆撃」､祈念活動が開催（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2016-06/06/content_38611659.htm 

○ 危うさ増す韓日の軍事協力 北朝鮮の核・ミサイル脅威を口実に（ハンギョレ新聞） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/24321.html 

○ 翁長知事の県政運営に勢い 沖縄県議選で与党大勝（琉球新報） 

 http://ryukyushimpo.jp/news/entry-292779.html 

○ 日本国内すべての海軍兵、基地内外での飲酒を即時禁止（朝日デジタル） 

 http://www.asahi.com/articles/ASJ66449MJ66ULOB00Q.html 

○ 18 歳選挙対応苦慮 京都･舞鶴の海自教育隊､海保学校（京都新聞） 

 http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160606000071 

０７（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 島根･山口県沖でガス試掘調査（Sankei Biz） 

http://www.sankeibiz.jp/macro/news/160607/mca1606070500002-n1.htm 

○「長崎丸」新船建造へ（長崎新聞） 

 http://www.nagasaki-np.co.jp/news/kennaitopix/2016/06/07090254048051.shtml 

○ 女子大生を強姦した疑いで海自隊員逮捕（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/177606 

○ ＜カレー＞ 海自の呉基地所属艦隊など 12 の味を再現 レトルトで販売（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20160607/mog/00m/040/004000c 

○ 海自が米･インドと共同訓練、中国にらみ沖縄の東方で（朝日／ロイター） 

 http://www.asahi.com/international/reuters/CRWKCN0YT0RH.html 

○ ＜リムパック＞ 海自が参加へ 安保関連法反映演習は見送りに（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20160608/k00/00m/010/035000c 
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いわた たかあき（幹候 29 期） 

○ 南シナ海で溝埋まらず＝米中戦略･経済対話が閉幕（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016060700697&g=prk 

○ 南シナ海巡って米中高官が初の舌戦！ 

日本のメディアが報じない「アジア安全保障会議」の舞台ウラ（現代ビジネス） 

 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/48852 

○ 南北境界線付近で中国漁船の操業多発 「黙認できない状態」（聯合ニュース） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/pgm/9810000000.html?cid=AJP201606070033

00882 

○ 日露沿岸警備隊が合同訓練実施（ロシア NOW） 

 http://jp.rbth.com/news/2016/06/07/600907 

０８（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 海洋安保､サイバーで協力促進＝防衛協力を強化－米印首脳（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016060800095&g=int 

○ 綱紀粛正を要請 自衛官の強姦事件を受け 大和､綾瀬市（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/177759 

○ 韓国海軍･海洋警察、今日から独島防御訓練実施（中央日報） 

http://japanese.joins.com/article/618/216618.html?servcode=400&sectcode=400&

cloc=jp|main|top_news 

○ ＜在日米軍＞ 全面禁酒発令で「どぶ板通り」閑古鳥（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20160608/k00/00e/040/205000c 

０９（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国軍艦が接続水域初航行＝ロシア軍艦も、首相が警戒指示（時事） 

外務省､中国大使に抗議 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016060900018&g=pol 

○ 中国軍艦が尖閣周辺の接続水域入り､日本はロシア艦との関連を分析（ロイター） 

 http://jp.reuters.com/article/china-frigate-senkaku-idJPKCN0YU2NF 

○ 第８回中米戦略･経済対話と 

第７回中米人事交流ハイレベル協議の成果を紹介（人民網） 

http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2016-06/09/content_38634629.htm 

○ 大迷惑な中国海軍､またもリムパックに堂々参加（JB Press） 

 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/47034 

○ 韓国造船･海運業に 12 兆ウォン注入、政府の構造調整案が確定（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/06/09/2016060900689.html 

○ 南極観測を写真で紹介 「しらせ」補給長･山下さん撮影（産經） 

 http://www.sankei.com/region/news/160609/rgn1606090067-n1.html 
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２８．７．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

１０（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 韓国当局と国連軍司令部 中国漁船取り締まりで初の合同作戦（聯合ニュース） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/pgm/9810000000.html?cid=AJP201606100019

00882 

○ 「波力発電」動き出す 平塚発で「花咲かす」（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/178267 

○ 長崎鶴洋高生 投票できず（長崎新聞） 

 http://www.nagasaki-np.co.jp/news/kennaitopix/2016/06/10085803048074.shtml 

１１（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 派遣隊員家族を支援 綾瀬市と海自協定（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/178529 

１２（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 自動車や艦船､乗り物大集合 横須賀でフェスタ（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/178715 

１３（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日本郵船海底油田開発へ参入＝合弁に 100 億円出資（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016061300549&g=eco 

１４（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米第３艦隊が東アジアへ活動範囲を拡大､中国との緊張悪化で（ロイター） 

 http://jp.reuters.com/article/southchinasea-usa-china-idJPKCN0Z10FR 

○ ＜海自＞ 隊員宅に自衛隊情報 守秘義務違反か（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20160614/k00/00e/040/195000c 

○ 北極海で過去最大の海氷融解、メカニズム明らかに（National Geographic） 

 http://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/16/a/061300035/ 

○ 東京地裁で靖国神社爆発物設置事件初公判（ハンギョレ新聞） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/international/24390.html 

１５（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国海軍の情報収集艦､日本領海に入る 口永良部島の西（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASJ6H3Q9ZJ6HUTFK005.html 

○ 日米印の共同訓練に中国艦の影､米空母を追尾（ロイター） 

 http://jp.reuters.com/article/us-japna-india-idJPKCN0Z11AX?pageNumber=1 

○ 基隆港開港 130 周年 祝賀パーティーに日本の５県市も出席（フォーカス台湾） 

http://japan.cna.com.tw/search/201606150004.aspx?q=%E6%97%A5%E6%9C%AC 
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１６（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 北大東島の接続水域航行＝中国情報収集艦が１時間（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016061600952&g=soc 

○ 中国軍艦も「航海の自由」掲げ日本領海を通過（ハンギョレ新聞） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/international/24412.html 

１７（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 海自の海賊対処活動、１年間延長（産經） 

 http://www.sankei.com/politics/news/160617/plt1606170010-n1.html 

○ 中国軍艦５隻､宮古沖通過＝領海侵入なし－防衛省（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016061700910&g=soc 

○ 北極海航路めぐる韓ロの協力模索 セミナー開催（聯合ニュース） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/pgm/9810000000.html?cid=AJP201606170032

00882 

２０（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ＜尖閣＞ 南の公海を中国艦が往復（時事） 

 http://mainichi.jp/articles/20160621/k00/00m/010/081000c 

○ 韓国側の中国漁船排除 北朝鮮が初反応「軍事的な挑発」（聯合ニュース） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/pgm/9810000000.html?cid=AJP201606200002

00882 

○ インド洋の遠洋漁船で船上反乱･･･韓国人船長ら２人死亡（中央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/158/217158.html 

２１（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 韓国､違法中国漁船を掃討･･･乱獲被害見過ごせず（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/world/20160621-OYT1T50021.html 

２２（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中谷防衛相「断じて容認できない」 北朝鮮「ムスダン」発射に（産經） 

 http://www.sankei.com/politics/news/160622/plt1606220012-n1.html 

○ 戦艦大和の「いま」、呉市が新映像公開 菊の紋章も鮮明（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASJ6J4K6XJ6JPITB009.html 

○ 護衛艦「いせ」姫路港で公開 災害時の連携目的（神戸新聞） 

 http://www.kobe-np.co.jp/news/bousai/201606/0009212739.shtml 

○ 台湾と日本、７月下旬に「海洋協力対話」の初会合（フォーカス台湾） 

http://japan.cna.com.tw/search/201606220005.aspx?q=%E6%97%A5%E6%9C%AC 
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２８．７．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

２３（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 北朝鮮「ムスダン」発射 失敗の連続が一転､「脅威」現実味（FNN／フジ TV） 

 http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00328428.html 

○ 米国防長官「MD 構築作業続ける」 （ハンギョレ新聞） 

ムスダン発射で THAAD 韓国配備加速か 

http://japan.hani.co.kr/arti/international/24463.html 

○ 韓国最大級の警備艦が就役 違法操業漁船の根絶目指す（聯合ニュース） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/pgm/9810000000.html?cid=AJP201606230058

00882 

２４（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ EU「離脱派」が勝利 菅官房長官「影響最小限に抑える」（FNN／フジ TV） 

 http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00328629.html 

○ 東南アジアの「盟主」インドネシア、南シナ海紛争に加勢（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/06/24/2016062400590.html 

○ 民間レベルの慰安婦世界記憶遺産登録、韓国政府は支援しない方針（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/06/24/2016062400866.html 

２５（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ＜英国民投票＞ 離脱派が勝った８つの理由（BBC） 

 http://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-36628343 

○ 英 EU 離脱：造船･海運「お先真っ暗」（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/06/25/2016062500425.htm

l?ent_rank_news 

２６（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 尖閣沖の接続水域内に中国海警局の公船２隻（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/national/20160626-OYT1T50124.html 

○ ＜砕氷艦しらせ女性自衛官に聞く＞ 初めて女性10人が乗り込んだ南極航海（産經） 

 http://www.sankei.com/premium/news/160626/prm1606260001-n1.html 

○ 日本の中学入試に領土問題が出題 保護者から不安視する声も（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2016-06/26/content_38739765.htm 

２７（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 韓米日 29 日に初のミサイル探知･追跡演習（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/06/27/2016062702780.html 

○ パナマ運河拡張が完了 中国コンテナ船が通過第一号に（BBC） 

 http://www.bbc.com/japanese/36637459 
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２８．７．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

２８（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 官房副長官補に中島氏（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016062800392&g=pol 

○ 韓国海軍と自衛隊の哨戒機 初の親善飛行へ＝来月厚木基地（聯合ニュース） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/pgm/9810000000.html?cid=AJP201606280012

00882 

○ 北朝鮮のスカッド、横須賀の米空母基地への攻撃可能（中央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/525/217525.html?servcode=500&sectcode=500 

○ 藤野政策委員長を更迭＝「人を殺す予算」で批判受け－共産（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016062800817&g=pol 

○ 韓国首相 中国首相に違法操業船の取り締まり強化を要請（聯合ニュース） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/pgm/9810000000.html?cid=AJP201606280051

00882 

○ 三井物産､豪海底油田開発へ８億ドル 資源安逆手に投資（Sankei Biz） 

 http://www.sankeibiz.jp/business/news/160628/bsd1606280500005-n1.htm 

○ 悪影響回避へ連携対処＝英 EU 離脱で日米外務次官（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016062800072&g=pol 

○ 潜水事故、海自１曹を書類送検 ２人死亡､業務上過失致死の疑い（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/182323 

２９（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ イスタンブール空港で爆弾テロ､死者 36 人 ISIS 関与か（CNN） 

 http://www.cnn.co.jp/world/35085019.html 

○ 中国軍機､空自機に攻撃動作 東シナ海 元空将､ネットで公表（産經） 

 http://www.sankei.com/politics/news/160629/plt1606290009-n1.html 

○ 中国軍機と追尾合戦か＝空自機が一時、東シナ海で（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016062900660&g=pol 

○ 空自機へ攻撃動作「事実無根」＝中国大使館（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016062900817&g=pol 

○ 海自掃海艦やえやま 退役（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/182353 

○ 海自最大の護衛艦「いずも」出雲に寄港 限りなく広い甲板に圧倒 島根（産經） 

 http://www.sankei.com/region/news/160629/rgn1606290043-n1.html 

○ 中国･インド艦艇、釜山に来ても南シナ海神経戦（中央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/598/217598.html?servcode=A00&sectcode=A00 
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２８．７．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

○ 韓日漁業交渉決裂 相手国の EEZ で操業できない（聯合ニュース） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/pgm/9810000000.html?cid=AJP201606290023

01882 

○ AIIB：洪起沢副総裁が休職、韓国がポストを失う可能性も（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/06/29/2016062900715.html 

○ 南シナ海仲裁裁判､７月 12 日判決 初の国際司法判断（日經） 

 http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM29H80_Z20C16A6000000/ 

○ 日本華人華僑創新協会、東京で設立（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2016/0629/c94689-9079282.html 

○ 41 機関が連携し津波対応訓練 紀南で（紀伊民報） 

 http://www.agara.co.jp/news/daily/?i=316952&p=more 

○ 参院選 各党政策比較「安全保障」（産經） 

自公維､抑止･対処力強化訴え 野党４党､安保法撤廃で一致 

http://www.sankei.com/politics/news/160629/plt1606290044-n2.html 

３０（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○（変わる安全保障）無人機、悩む防衛省 （朝日） 

導入決定の米国製、運航に制約・高コスト 

http://www.asahi.com/articles/DA3S12434160.html 

○ 上陸戦部隊を追加編成＝19 年度からアジアで活動－米軍（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016063000394&g=int 

○ 川崎重工、新型輸送機の量産機を納入（日經） 

 http://www.nikkei.com/article/DGXLZO04311190Q6A630C1TI5000/ 

○ 金正恩氏「国務委員長」に＝「唯一体制」完成（聯合ニュース） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/northkorea/2016/06/30/0300000000AJP201606

30000100882.HTML 

○ 対中国機の緊急発進増加＝統幕長が異例の言及（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016063000772&g=pol 

○ 南シナ海問題への対応焦点＝ドゥテルテ新大統領が就任－比（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016063000064&g=int 

○ サハリン航路、来月 25 日運航再開 大筋合意（北海道新聞） 

 http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/economy/economy/1-0287844.html 

○ アルビン･トフラー氏死去＝「第三の波」などベストセラー（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016063000198&g=int 

 

（了） 
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