
２８．１１．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

～ 海の News（10 月）～ 

０１（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米 ASEAN が国防相会議＝海洋安保、対テロで協力強化－ハワイ（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016100100071&g=isk 

○ 川重が造船事業の撤退視野 16 年度末にも結論（神戸新聞） 

 http://www.kobe-np.co.jp/news/keizai/201610/0009541594.shtml 

０２（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 海自 LCAC 夜間航行実施（長崎新聞） 

 http://www.nagasaki-np.co.jp/news/kennaitopix/2016/10/02093113049153.shtml 

０３（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 慰安婦被害者への手紙 安倍首相「毛頭考えていない」（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2016/10/03/0400000000AJP2016100300

0800882.HTML 

○ 北翔海莉「おなかいっぱい」満足退団の有終ステージ（日刊ｽﾎﾟｰﾂ） 

 http://www.nikkansports.com/entertainment/news/1719317.html 

０４（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 首脳会談前の小さなおもてなし：長門市通住民有志、日露兵士の墓碑清掃（Sputnik） 

https://jp.sputniknews.com/opinion/201610042854781/ 

○ 弁当対決 つのしま×なおしま 海自掃海艇が献立で勝負（神戸新聞） 

 http://this.kiji.is/155988628694417414 

０５（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ＜離島有識者会議＞ 初会合 原案を 16 年度中に取り纏めへ（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20161006/k00/00m/010/108000c 

○ 国境離島活性化へ交付金＝運賃助成など 50 億円－政府（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016100500739&g=pol 

○ 露外務省、日本との平和条約発展の条件を語る（Sputnik） 

 https://jp.sputniknews.com/russia/201610052861626/ 

○ 米艦２隻、ベトナムの要衝に寄港 ベトナム戦争後は初（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASJB525K5JB5UHBI005.html 

０６（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 船員組合に運航が左右される自衛隊の海上輸送（Wedge） 

 －新たな中型輸送艇のすすめ－ 

 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/7872 
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２８．１１．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

○「海保庁」待ったなし増強計画（月刊 FACTA 10 月号） 

 －年間予算の 3 分の 1 に当たる空前の補正予算､尖閣近海で終わりなき戦いの始まり 

 https://facta.co.jp/article/201610012.html 

０７（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 東ティモールと防衛交流＝安倍首相（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016100700707&g=pol 

○ コロンビア大統領に祝意＝安倍首相（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016100700862&g=pol 

○ 台湾と日本､月内にも海洋対話＝蔡総統が明言 沖ノ鳥島問題も議論か（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/201610070008.aspx 

０８（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日本 クリルへのビザなし渡航についてロシアとの合意を望む（Sputnik） 

 https://jp.sputniknews.com/politics/201610082874509/ 

○ 北部訓練場､年内返還目指す＝菅官房長官、沖縄県知事に伝達（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016100800188&g=pol 

○ フィリピン、米との南シナ海警戒を保留 大統領発言受け（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASJB86FJ4JB8UHBI01M.html 

０９（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 四島返還「２段階論」浮上＝国後・択捉先送りも－政府（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016100900067&g=pol 

○ 南スーダン陸自宿営地を視察＝「活動大きな意義」と訓示－稲田防衛相（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016100900006&g=pol 

○ ＜南スーダン PKO＞ 稲田防衛相 厳戒の視察 滞在７時間（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20161010/k00/00m/010/135000c 

○ 韓国警備艇、中国漁船の体当たり受け沈没（讀賣） 

 http://www.yomiuri.co.jp/world/20161009-OYT1T50075.html 

１０（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日米韓、核・ミサイル厳戒＝北朝鮮の党創建記念日（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016101000013&g=pol 

○ 北極海航路、世界の貨物輸送に革命か 最大の利用者は中国（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/business/txt/2016-10/10/content_39456355.htm 

○ 日本最新鋭の駆逐艦、052D 型のライバルに（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2016-10/11/content_39465475.htm 
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２８．１１．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

○ 蔡英文総統「日本との関係を重視」交流の進化に期待／台湾（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/201610100007.aspx 

○ 国慶節の祝賀式典、日本から 273 人が出席 台湾との絆示す（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2016/10/10/0400000000AJP2016101000

5100882.HTML 

○ 朴大統領 経団連会長らと面談＝韓国若者の採用と投資拡大要請（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2016/10/10/0400000000AJP2016101000

5100882.HTML 

○【社説】中国漁船の殺人的行為、 

なぜ韓国海洋警察は自衛権を発動できなかったのか（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/10/10/2016101000715.html 

○ 米駆逐艦にミサイル攻撃＝イエメン沖（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016101100044&g=int 

○ ＜海保＞ EEZ 守った旧型巡視船 21 日ですべて引退（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20161007/k00/00e/040/267000c 

１１（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 警備艇沈没で強い抗議 総領事に続き中国大使呼ぶ＝韓国（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2016/10/11/0900000000AJP201610110

02000882.HTML 

○ 警備艇沈没：韓国与野党、中国船取締りに軍投入を求める声（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/10/11/2016101100832.html 

○ 外交部､「中国漁船が韓国警備艇を沈没させた」との報道について（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2016/1011/c94474-9125489.html 

○ 国連への「東海」表記要請 12 年間せず＝韓国野党議員が指摘（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2016/10/11/0400000000AJP2016101100

5000882.HTML 

○ 椿原泰夫氏死去（稲田朋美防衛相の父）（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016101100238&g=pol 

１２（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国ガス田施設２基で新たに炎を確認 開発継続に政府が抗議（産經） 

 http://www.sankei.com/politics/news/161012/plt1610120031-n1.html 

○ 中露両軍がミサイル防衛問題で合同ブリーフィング（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2016/1012/c94474-9125919.html 

○ 日本の女性防衛相、南スーダン訪問 そのねらいは？（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2016-10/12/content_39474097.htm 
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２８．１１．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

○ 潜水艦「せいりゅう」が進水 三菱重工業神戸（神戸新聞） 

 http://www.kobe-np.co.jp/news/keizai/201610/0009575697.shtml 

○ ＜零戦＞ 破片 35 グラム、特攻の証人 鹿児島へ米国から寄贈（毎日） 

http://mainichi.jp/articles/20161012/ddn/012/040/062000c 

○ ２千人が舞鶴満喫 赤れんがハーフマラソン（京都新聞） 

 http://www.kyoto-np.co.jp/sports/article/20161012000060 

１３（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 安倍首相、ロシアとの平和条約交渉に展望を見る（Sputnik） 

 https://jp.sputniknews.com/japan/201610132894839/ 

○ 露日戦略対話、３年ぶり待望の再開（Sputnik） 

 https://jp.sputniknews.com/business/201610132896112/ 

○ 防衛装備庁、哨戒機「P1」用エンジンの民間転用を検討（日刊工業新聞） 

 https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00402956 

○「感謝を糧に任務邁進」 第 14 回国民の自衛官表彰式（産經） 

 http://www.sankei.com/politics/news/161013/plt1610130002-n1.html 

○ 女性連れ込み性的暴行、海上自衛官の男に懲役 4 年 6 か月の判決（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2891430.html 

１４（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ソマリア沖海自艦縮小、北・中国警戒に活用（讀賣） 

 http://www.yomiuri.co.jp/politics/20161014-OYT1T50116.html 

○ 中国とカンボジアの経済協力を推進する「一帯一路」（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2016/1014/c94474-9127294.html 

○ ハーグ仲裁裁判所後の南シナ海（Sputnik） 

中国は交渉する準備があるが、米国にはない 

https://jp.sputniknews.com/opinion/201610142899977/ 

○ プミポン国王死去＝在位 70 年、現役君主最長－親日家､皇室とも親交・タイ（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016101300853&g=int 

○ タイ・プミポン国王死去 政府機関は１年間の服喪（BBC） 

 http://www.bbc.com/japanese/37652091 

○ 次の国連事務総長任命 シリア紛争終結が最優先課題（BBC） 

 http://www.bbc.com/japanese/video-37654170 

○ 公務員給与、３年連続増＝人勧の完全実施決定－政府（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016101400223&g=pol 
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２８．１１．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

１５（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 九州「正論」懇話会 元海将・伊藤俊幸氏講演詳報（産經） 

「中国は武力で尖閣取りに来る」 

 http://www.sankei.com/region/news/161015/rgn1610150059-n1.html 

１６（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 北朝鮮、米韓演習への反発強調か 弾道ミサイル発射失敗（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASJBJ46T1JBJUHBI008.html 

○ 菅官房長官「北朝鮮の脅威高まった」＝政府、国連制裁決議急ぐ（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016101600018&g=prk 

○ 韓国政府 北朝鮮の弾道ミサイル発射を強く非難（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/northkorea/2016/10/16/0300000000AJP2016101

6001300882.HTML 

○ 北朝鮮船員、ロシア国境警備を攻撃（Sputnik） 

 https://jp.sputniknews.com/incidents/201610162907276/ 

○ シリア停戦目指す外相会合、状況打開できずに終了（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3104536 

○ ロシアの空母アドミラル・クズネツォフ、シリア沖に向けて出港（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3104539 

○ イエメン沖で米軍艦３隻にミサイル攻撃か、被害はなし（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3104537 

１７（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○【陸海空制服組トップ､河野克俊統合幕僚長・単刀直入】（産經） 

トランプ氏の安保ただ乗り論「ちょっと理解できない」｢尖閣 自衛隊だけで守りきる」 

http://www.sankei.com/premium/news/161017/prm1610170005-n1.html 

○ イラク、モスル奪還作戦を開始 IS の最大拠点（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3104585 

○ シリア反体制派、IS の象徴的都市を制圧 北部ダビク（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3104591 

○ 南スーダンで激しい戦闘 反政府勢力 56 人、政府軍 4 人が死亡（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3104686 

○ 中国、有人宇宙船打ち上げ＝１カ月飛行、独自ステーション計画（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016101700076&g=int 

○ 有人宇宙船「神舟 11 号」､ 

北京時間 10 月 17 日 7 時 30 分頃打ち上げに成功（中国網） 

http://japanese.china.org.cn/culture/2016-10/17/content_39500830.htm 
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２８．１１．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

○ 警備艇沈没：韓中共同取締り、中国側が中止を発表（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/10/17/2016101700562.html 

○ 米軍基地など練り歩く「みこしパレード」横須賀（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/206144 

１８（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ モスル奪還作戦、予定より順調＝米国防省（BBC） 

 http://www.bbc.com/japanese/37686957 

○ イエメン、20 日から 72 時間の停戦へ 国連が発表（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3104722 

○ 靖国に供物を奉納、婉曲的な悪霊参拝は徒労（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2016-10/18/content_39511304.htm 

○ 安倍首相の真榊奉納と国会議員の靖国参拝 「深い憂慮」＝韓国（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2016/10/18/0400000000AJP2016101800

2100882.HTML 

○ 中国海軍第 23 次護衛艦隊がカンボジア訪問（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2016/1018/c94474-9128994.html 

○ 新生「ちよだ」いざ 玉野で進水式（讀賣） 

http://www.yomiuri.co.jp/local/okayama/news/20161017-OYTNT50205.html 

○ ＜三菱重工＞ 大型客船事業から撤退 高付加価値船に注力（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20161019/k00/00m/020/091000c 

○ 南極観測頑張って 園児「しらせ」見送り（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/206352 

１９（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日本の海外基地拡張の意図（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2016/1019/c94474-9129670.html 

○ 韓国、北朝鮮国旗を掲げた中国漁船を拿捕（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASJBM5JFDJBMUHBI018.html 

○【防衛最前線】異例の”現役”復帰！ （産經） 

護衛艦「あさぎり」「やまぎり」は今も最前線で中国軍の動向に目を光らせる 

http://www.sankei.com/premium/news/161019/prm1610190004-n1.html 

○ 新護衛艦「あさひ」進水 燃費と探知力を向上、長崎（産經） 

 http://www.sankei.com/west/news/161019/wst1610190037-n1.html 

○ 西之島の海図作成へ＝半年で領海画定－海保（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016101900709&g=keq 
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２８．１１．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

２０（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 韓米 朝鮮半島に米戦略兵器の常時配備を検討へ（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2016/10/21/0200000000AJP201610210

00200882.HTML 

○ 韓米日 22 日から北の大量破壊兵器拡散防止訓練＝４年ぶり（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/pgm/9810000000.html?cid=AJP2016102000430

0882 

○「重大な挑発」＝北朝鮮ミサイル、失敗と断定－日本政府（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016102000310&g=pol 

○ 政府、マレーシアに巡視船供与へ･･･中国けん制（讀賣） 

 http://www.yomiuri.co.jp/politics/20161020-OYT1T50000.html 

○ 情報機関・国家安全局の次期局長に元空軍トップ／台湾（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/201610200004.aspx 

２１（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ＜米軍ヘリパッド＞ 不適切発言と工事の関係は否定 稲田防衛相（沖縄ﾀｲﾑｽ） 

 http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/67564 

○ ＜重要影響事態＞ 想定訓練、30 日から「キーンソード」で（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20161022/k00/00m/010/078000c 

○ フィリピンは米国と「決別」､中国と協力へ＝ドゥテルテ大統領（ロイター） 

 http://jp.reuters.com/article/china-philippines-idJPKCN12K1B5 

○ 南シナ海仲裁判決に触れず＝中比が共同宣言、友好を前面（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016102100628&g=int 

○ 習近平総書記が紅軍長征勝利 80 周年記念大会で重要談話を発表（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2016/1021/c94474-9130939.html 

○ 苦境の造船業界で一人勝ちする JMU、イージス艦も受注（Wedge） 

 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/8014 

２２（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 西沙諸島沖で「航行の自由作戦」＝仲裁裁判決後初めて－米（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016102200006&g=int 

○ 中国艦が初寄港＝南シナ海の越要衝カムラン湾（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016102200203&g=int 

○ 英軍の主力戦闘機「タイフーン」が初来日（日テレ NEWS24） 

 http://www.news24.jp/articles/2016/10/22/04344418.html 
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２８．１１．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

２３（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 横須賀鎮守府司令長官の官舎公開 日本遺産ウィーク（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/207508 

２４（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ オスプレイ､木更津に初飛来＝騒音測定､日米整備拠点化で－千葉･陸自駐屯地（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016102400112&g=soc 

○ 六中全会が本日開催、注目点は？（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2016/1024/c94474-9131815.html 

○ 激変する朝鮮半島情勢 新たな南北統一計画を（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/northkorea/2016/10/21/0300000000AJP2016102

1003100882.HTML 

○ コラム：プーチン大統領、唯一の空母をシリアに派遣する理由（ロイター） 

 http://jp.reuters.com/article/apps-russia-idJPKCN12L0EN 

○ IHI の受注案件採算悪化、通期当期利益ゼロ・無配に（ロイター） 

 http://jp.reuters.com/article/ihi-resf-idJPKCN12O0VA 

２５（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日米の対中戦略が完全に吹っ飛んだ「ドゥテルテ訪中」の衝撃！（現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ） 

問題の「スピーチ」を全文掲載 

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/50048 

○ 南スーダン派遣、５カ月延長＝陸自「駆け付け警護」焦点（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016102500056&g=pol 

○ おおすみ艦長ら不起訴相当＝広島検審（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016102500812&g=soc 

○「横須賀海上自衛隊カレースタンプラリー」11 月 1 日スタート（ﾄﾗﾍﾞﾙ Watch） 

当選者は横須賀基地見学や艦船への乗船も 

http://travel.watch.impress.co.jp/docs/news/1026605.html 

○ 久慈波力発電所を公開 18 年度まで稼働（ﾃﾞｰﾘｰ東北） 

 http://www.daily-tohoku.co.jp/news/kita_ar/20161025/201610250P158122.html 

２６（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 東通原発：海自艦船で避難も 30 キロ圏内､住民ら 1700 人が訓練／青森（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20161026/ddl/k02/040/009000c 

○ ドゥテルテ大統領、反米筋金入り 背景に市長時代の事件（日經） 

 http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM26H83_W6A021C1FF1000/?dg=1 
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２８．１１．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

２７（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 南シナ海「平和的に解決」 比大統領、首相と会談（朝日） 

「語る時ではない」中国にも配慮 

http://www.asahi.com/articles/DA3S12628116.html 

○ 日比首脳会談の要旨（日經） 

 http://www.nikkei.com/my/#!/article/DGKKZO08842840X21C16A0PP8000/ 

○ ドゥテルテ大統領、自衛隊との訓練に理解 米軍とは「最後」（ロイター） 

 http://jp.reuters.com/article/duterte-japan-jsdf-idJPKCN12R11V 

○ 2021 年まで任期「３期･９年」の道が開かれた安倍首相､改憲まで？（中央日報） 

http://japanese.joins.com/article/064/222064.html?servcode=A00&sectcode=A00&c

loc=jp|main|top_news 

○ 日本との軍事情報協定 締結協議を再開へ＝韓国（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2016/10/27/0400000000AJP2016102700

0500882.HTML 

○ アングル：ロシア抑止へ NATO 軍備増強、深まる対立の構図（ロイター） 

http://jp.reuters.com/article/nato-russia-deterrence-idJPKCN12Q0KR?pageNumb

er=1 

○ 地中海渡る移民らの死者、年初来 3800 人に 過去最多を記録（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3105820 

○ 三笠宮さま逝去＝100 歳、昭和天皇末弟－歴史学者として活躍（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016102700154&g=obt 

２８（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 六中全会の４大キーワードを学者が解説（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2016/1028/c94474-9134132.html 

○ 世界最大の海洋保護区､南極ロス海に設置へ 国際会議で合意（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3105973 

○ 川崎重工の９月中間は最終赤字２億円に転落 船舶海洋事業が不振（Sankei Biz） 

 http://www.sankeibiz.jp/business/news/161028/bsc1610281319007-n1.htm 

２９（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 南シナ海での中国の違法行為は国際秩序のルールを壊したのか？（Best Time） 

中国を支持した鳩山由紀夫は今･･･ 

 http://best-times.jp/articles/-/3567 

○ 石垣自衛隊配備 「外交を」「備え必要」 初の市民討論会（琉球新報） 

 http://ryukyushimpo.jp/news/entry-385092.html 
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２８．１１．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

３０（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国西部の成長の空間を広げる「一帯一路」構想（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/business/txt/2016-10/30/content_39599153.htm 

○ 韓国検察 大統領府を捜索＝国政介入疑惑の崔氏を近く捜査（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2016/10/30/0900000000AJP201610300

02000882.HTML 

○ 仁川の旧日本軍駐留地に、拳を固めた「平和の少女像」建立（ﾊﾝｷﾞｮﾚ新聞） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/25528.html 

○ 下総航空基地公開･･･岩国から U-36A､小牧から C-130H､厚木から P-1（Response） 

 http://response.jp/article/2016/10/30/284473.html 

３１（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 第 11 回中日韓経済貿易部長会議は東京で開催（新華網） 

 http://jp.xinhuanet.com/2016-10/31/c_135793230.htm 

○ 日韓軍事協定 修正提案へ 政府､特定秘密区分を反映（産經） 

 http://www.sankei.com/politics/news/161031/plt1610310002-n1.html 

○ ＜日台海洋対話＞ 沖ノ鳥島、台湾船操業が焦点･･･東京で始まる（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20161031/k00/00e/010/213000c 

○ 郵船、商船三井、川崎船がコンテナ船事業を統合（ロイター） 

 http://jp.reuters.com/article/nyk-idJPKBN12V04S 

○ 大西さん、お帰りなさい！ その時モスクワでは何が？（Sputnik） 

 https://jp.sputniknews.com/opinion/201610312958355/ 

○ 海自総監、知事立会いの下「イクボス宣言」＝呉地方総監部（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016103100192&g=soc 

○ 三笠で戦艦大和に乗れる「VR 戦艦大和 竣工記念式典」（Excite） 

 http://www.excite.co.jp/News/pc/20161031/Itmedia_pcuser_20161031017.html 

 

（了） 
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