
２８．８．１ 

やすい のぶはる（幹候２３期） 

～ 海の News（７月）～ 

０１（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 台湾海軍がミサイル“誤射” 漁船直撃で 4人死傷（テレ朝 news） 
http://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000078269.html 

○【中台緊張！】『誤射事件』が｢台湾海峡危機｣以上の危機を… 
http://www.nicovideo.jp/watch/sm29164681 

○ S-400の技術を採用した韓国（ロシア NOW）  
https://jp.rbth.com/politics/2016/07/01/607979 

０２（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国・新海警船対抗で海保巡視船武装強化を（Japan In-depth） 

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160702-00010000-jindepth-int 

０５（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ HSM-51と VX-51が編隊飛行、海自とアメリカ海軍が相互運用能力の向上で 

http://flyteam.jp/airline/united-states-navy/news/article/65480 

０６（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 海上自衛隊の輸送艦がダナンに寄港､米海軍の人道支援プログラムで（ﾍﾞﾄﾅﾑﾆｭｰｽ） 
http://www.viet-jo.com/news/politics/160721070744.html 

○ 米海軍横須賀基地、8月 6日に「2016ヨコスカフレンドシップ・デー」開催 

http://flyteam.jp/airline/united-states-navy/news/article/65575 

０７（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 台湾初の国産潜水艦 国防部「ディーゼル機関などは海外から調達」（ﾌｫｰｶｽ台湾）   

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160707-00000011-ftaiwan-cn 

０８（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国、南シナ海の施設建設を継続 米中海軍トップが会談（日經） 

http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM18H1Z_Z10C16A7EAF000/ 

０９（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国軍、南シナ海で実弾演習＝艦艇１００隻､航空機数十機（時事） 
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016070900151&g=int 

１２（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国海軍が退役軍人に招集令、南シナ海で戦争準備か（Record Chine） 
http://news.infoseek.co.jp/article/recordchina_RC_144558/ 
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○ クリントン氏、副大統領候補に元海軍のスタブリディス氏を検討（MSN） 
http://www.msn.com/ja-jp/news/world/%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83
%b3%e6%b0%8f%e3%80%81%e5%89%af%e5%a4%a7%e7%b5%b1%e9%a0%98%e5%80%99%e
8%a3%9c%e3%81%ab%e5%85%83%e6%b5%b7%e8%bb%8d%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%82
%bf%e3%83%96%e3%83%aa%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b9%e6%b0%8f%e3%82%92%e
6%a4%9c%e8%a8%8e%ef%bc%9d%e5%a0%b1%e9%81%93/ar-BBugdep 

○ 中国、ハワイの韓中艦艇交流行事に不参加（中央日報） 
http://japanese.joins.com/article/169/218169.html?servcode=A00&sectcode=A30 

１３（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 南シナ海：国際法に敗れた中国の三戦（BLOGOS） 
http://blogos.com/article/183402/ 

○ 海自 P-3C、ロシア海軍の潜水艦、戦車揚陸艦など 5隻の宗谷海峡航行（flyteam.jp） 

http://flyteam.jp/news/article/66042 

○ 台湾、南シナ海に軍艦派遣 「国益守る決意示すもの」＝蔡総統（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

http://japan.cna.com.tw/news/apol/201607130005.aspx 

１６（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ トルコ反政府グループ、フリゲート艦を掌握か 国際総合（朝日） 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160716-00000069-asahi-int 

１８（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ＜元気人＠かながわ＞海自護衛艦 初の女性艦長 大谷三穂さん（45歳）（東京新聞） 
http://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/list/201607/CK2016071802000139.html 

２０（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 潜水艦の魚雷弾頭、海中に落とす 海自・呉、広島（神戸新聞） 
http://www.kobe-np.co.jp/news/zenkoku/compact/201607/0009303642.shtml 

○ クーデター未遂事件 トルコ海軍の艦艇 14隻が消息不明で亡命との憶測も 

http://news.livedoor.com/article/detail/11786696/ 

○【ﾜｰﾙﾄﾞ･ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ】元海将の伊藤俊幸氏（産經） 

「中国の軍艦投入はステージを上げたということ」 

「中国は第一列島線の外に海軍、内に海警という将来図描く」 

 http://www.sankei.com/world/news/160717/wor1607170035-n1.html 

２１（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 翁長雄志沖縄県知事が政府に初めて安全確保要請（産經） 

尖閣周辺海域の中国軍艦侵入  
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160721-00000566-san-pol 

○ 南シナ海「人工島完成させる」 中国海軍幹部が米軍トップに明言（西日本新聞） 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160720-00010005-nishinp-int 
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２２（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米海軍横須賀基地に新司令官（佐賀新聞）  
http://www.saga-s.co.jp/news/national/10203/336450 

○ 北朝鮮が海軍基地を建設、SLBM搭載用潜水艦の拠点か（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/07/25/2016072500684.html 

２３（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 英海軍の原潜、商船と衝突し艦橋損傷 ジブラルタル沖 国際総合（CNN.co.jp） 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160723-35086318-cnn-int 

２５（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 海上自衛隊、スリランカ海軍と親善訓練 スリランカ西方海域で実施（flyteam.jp） 
http://flyteam.jp/news/article/66509 

○ 迎撃ミサイル「THAAD」とは？（vpoint.jp） 

http://vpoint.jp/world/korea/69163.html 

○ 中国が西海で大規模演習、THAAD配備決定後初（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/07/25/2016072500821.html 

２７（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ リムパックで中国が日本を冷遇！？乗船拒否にレセプション欠席（infoseek.co.jp） 

http://news.livedoor.com/article/detail/11814865/ 

○ 中国がリムパックで日本を冷遇？ 情報源は不明＝中国専門家（中国網） 

http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2016-07/27/content_38967968.htm 

○ 王外交部長が米日豪の共同声明に反論、「平和の守護者か邪魔者か」（中国網） 

http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2016-07/27/content_38966786.htm 

○ 中国軍の海洋進出「強い懸念」 16年防衛白書要約版（日經） 

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS27H4G_X20C16A7PP8000/ 

○ J-20ステルス機が就役間近か、1機当たりのコストは約 1億 1000 万ドル（中国網） 

http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2016-07/27/content_38967919.htm 

２８（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日米豪の南・東中国海に関する共同声明、中国外交部報道官が質問に回答（中国網） 

http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2016-07/28/content_38975024.htm 

２９（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中露、９月に南シナ海で初の軍事演習（夕刊フジ） 

プーチン大統領の訪日控え日本側にシグナルか 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160729-00000013-ykf-int 

○ 中国戦闘機Ｊ－１５、空母着陸訓練中に墜落（中央日報） 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160729-00000004-cnippou-kr 
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２８．８．１ 

やすい のぶはる（幹候２３期） 

○ 70 回目の按針祭、８月５日開幕 伊東で７日間（静岡新聞） 

 http://www.at-s.com/news/article/local/east/265278.html 

○ 夜のどぶ板バーめぐり（ﾀｳﾝﾆｭｰｽ） 

http://www.townnews.co.jp/0501/2016/07/29/342469.html 

３０（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ブレア元米海軍司令官「日米、中国に勝つ」 元自衛隊３将官は改革提言（産經）   

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160730-00000532-san-pol 

○ 中国､南シナ海に新型飛行艇投入か 緊張続く沖縄周辺も活動範囲に（乗物ニュース） 

 http://trafficnews.jp/post/55389/ 

○ 新司令官ウィリアムズ氏 米第７艦隊戦闘部隊（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/189242 

○ 尖閣で中国艦と対峙の「せとぎり」秋田入港 親子連れなど装備見学（産經） 

 http://www.sankei.com/politics/news/160730/plt1607300023-n1.html 

○【日韓関係】李明博前大統領の竹島訪問から中断していた海上保安庁の日韓交流 

４年ぶりに再開した韓国側の事情とは（産經） 

 http://www.sankei.com/affairs/news/160730/afr1607300003-n1.html 

○ 三菱重工、７年ぶり最終赤字 造船重機５社、先行き不透明感強く（Sankei Biz） 

 http://www.sankeibiz.jp/business/news/160730/bsc1607300658003-n1.htm 

３１（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 永田丸：沈没 100 年 追悼式 120 人参加 仏沖で独軍が撃沈（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20160731/ddm/041/040/075000c 

○ 海自艦、タワーブリッジくぐる＝練習航海でロンドン初寄港（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016073100191&g=soc 

 

（了） 
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