
２９．８．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

 

～ 海の News（７月）～ 

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

○ 日米首脳、北朝鮮問題で電話会談 中ロに圧力強化求める（ﾛｲﾀｰ） 

 http://jp.reuters.com/article/nk-us-japan-idJPKBN1AG034 

○ 米外交官ら 755 人追放へ＝制裁法案の報復－ロ大統領（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017073100171&g=int 

○ 電波妨害でドローン阻止 中国の領空侵犯で政府検討（産經） 

 空自の任務を海保が補完 巡視船に装備導入 

 http://www.sankei.com/politics/news/170731/plt1707310006-n1.html 

○ 文在寅外交の２戦略、北 ICBM 発射で崩壊（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2017/07/31/2017073100695.html 

○ 西海に｢既存形式と異なる｣北朝鮮の潜水艦出現－SLBM の可能性高まる（中央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/832/231832.html?servcode=500&sectcode=500 

○ 韓国２隻目となる次期揚陸艦「天子峰」､海軍へ引渡し（中央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/859/231859.html 

○ ボコ･ハラムの石油探査チーム襲撃、死者 69 人に（AFP） 

 拉致された大学関係者の動画公開 http://www.afpbb.com/articles/-/3137504 

○ 海自暴行：２隊員を懲戒処分 呉地方総監部（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20170801/k00/00m/040/046000c 

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

○ 中国人民解放軍健軍90周年記念軍事パレード 習近平総書記が重要談話（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/0730/c94474-9248397.html 

○ 米爆撃機、日韓と共同訓練＝北朝鮮にらみ迎撃実験も（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017073000215&g=prk 

○ ロシア、海軍力を誇示する大規模な観閲式 プーチン大統領が出席（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3137537 

○ 民間宇宙ロケット エンジンを緊急停止 宇宙空間に到達せず（NHK） 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170730/k10011080801000.html?utm_int=ne

ws_contents_news-movie_002&movie=true 

○ 稲田氏と蓮舫氏､「同時辞任」の偶然と必然（東洋経済） 

 http://toyokeizai.net/articles/-/182531 

○「ひゅうが」の迫力やカレー満喫 京都・海自フェス（京都新聞） 

 http://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20170730000039 
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２９．８．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

 

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

○ 安倍首相「北朝鮮に対し厳重に抗議し､最も強い言葉で非難する」（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3117493.html 

○ 北朝鮮ミサイル：岸田外相、早速対応に追われ 防衛相兼務（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20170729/k00/00e/010/240000c 

○ 北朝鮮 弾道ミサイル発射、国連の反応（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3117505.html 

○ 中国、北朝鮮の ICBM 発射実験を非難 関係国に自制を促す（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3137472 

○ 韓国政府 北朝鮮ミサイル発射を強く非難＝声明発表（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/northkorea/2017/07/29/0300000000AJP201707

29000600882.HTML 

○ 米韓が合同ミサイル発射訓練、北朝鮮の ICBM 発射実験受け（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3137452?pid=19241830 

○「稲田防衛大臣辞任」主要５紙はどう論じたのか（Buzz Feed News） 

 各紙の社説を比べてみた 

https://www.buzzfeed.com/jp/kensukeseya/inada-5newpapers?utm_term=.edwJR

jmlRB#.dgvXONKwOG 

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

○ 稲田防衛相､日報で引責辞任＝首相「国民におわび」－改造まで外相が兼務（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017072800185&g=pol 

○ 稲田氏関与､認定せず＝黒江次官ら処分－日報対応は「不適切」特別監察（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017072800494&g=pol 

○ 防衛大臣記者会見概要（防衛省） 

 http://www.mod.go.jp/j/press/kisha/2017/07/28.html 

○ 英国、南シナ海への軍艦派遣を計画 中国の反発必至（ﾛｲﾀｰ） 

 https://jp.reuters.com/article/southchinasea-britain-idJPKBN1AD05Y 

○ 女性団体が奄美の基地建設反対などで申し入れ（南日本放送） 

 http://www.mbc.co.jp/news/mbc_news.php?ibocd=2017072800024312 

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

○ 川重、巡視船建造に再参入 神戸工場の設備活用（神戸新聞） 

 https://www.kobe-np.co.jp/news/keizai/201707/0010408193.shtml 
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２９．８．１ 
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２６（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ リビア対立勢力、停戦・選挙実施で合意 仏仲介で協議（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3136996?cx_part=topstory 

○ 米哨戒艇、ペルシャ湾でイラン艦艇に警告射撃（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3137014 

○ 海自が米艦防護訓練＝掃海母艦、陸奥湾で－青森（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017072601020&g=soc 

○ 迎撃失敗、人的ミスか＝日米開発ミサイル－米（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017072600235&g=prk 

○ 中国、南シナ海の小島に最新式の映画館を建設（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35104788.html?tag=top;subStory 

○ 中印国境対峙40日 強行姿勢崩さぬ中国､インフラで領有の既成事実化図る（産經） 

 http://www.sankei.com/world/news/170726/wor1707260044-n1.html 

○ インド「南北交通回廊」に力 日米とも連携、一帯一路に対抗（産經） 

 http://www.sankei.com/world/news/170726/wor1707260045-n1.html 

○ 米国から「習近平・王岐山連合」を狙う刺客（日經） 

 http://www.nikkei.com/article/DGXMZO19165610U7A720C1000000/?dg=1 

○ 舞鶴音楽隊員ら演奏会謝礼で金品 自衛隊､計 12 人処分（京都新聞） 

 http://kyoto-np.jp/politics/article/20170726000165 

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

○ 中国戦闘機、東シナ海上空で米海軍機に異常接近（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35104723.html?tag=top;mainStory 

○ 中国、北朝鮮国境で軍備強化 有事に備え（WSJ） 

 国境防衛の旅団新設や 24 時間の監視体制も 

 http://jp.wsj.com/articles/SB10330667510595833790104583288670553883236 

○ 中露合同軍事演習「海上連合 2017」の４大注目点（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/0725/c94474-9246086.html 

○ 南シナ海の一部海域に独自の新名称 インドネシアが中国に対抗（Newsweek） 

 http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/07/post-8049.php 

○ 文化庁京都移転、府警本部への全面移転で合意（日經） 

http://www.nikkei.com/article/DGXLASJB25H09_V20C17A7000000/?n_cid=NM

AIL001 
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２４（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ アフガン首都で自動車爆弾攻撃、政府職員ら 24 人死亡 42 人負傷（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3136785 

○ クリル諸島を巡る袋小路（Sputnik） 

 https://jp.sputniknews.com/opinion/201707243916401/ 

○ ベトナムが南シナ海での石油掘削を停止 中国から脅しと業界筋（BBC） 

 http://www.bbc.com/japanese/40701694 

○ 慰安婦支援財団理事長が辞意 解散の可能性も＝韓国（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2017/07/24/0400000000AJP201707240

00700882.HTML 

○ 辺野古新基地、５度目の法廷対決へ 沖縄県が国を提訴（沖縄ﾀｲﾑｽ） 

 岩礁破砕差し止め求める http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/117508 

○ 無人水中走行体１機が不明 海自大湊、陸奥湾内で訓練中（ﾃﾞｰﾘｰ東北） 

 http://www.daily-tohoku.co.jp/kiji/201707210P179980.html 

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

○ 中国、EEZ で泥採取 無許可調査 大陸棚拡張の根拠に利用か（産經） 

 http://www.sankei.com/smp/affairs/news/170723/afr1707230007-s1.html 

○ 自衛隊みなと祭り にぎわう－鹿児島市（南日本放送） 

 http://www.mbc.co.jp/news/mbc_news.php?ibocd=2017072300024224 

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

○ 習近平総書記 中国人民解放軍健軍 90 周年主題展覧を見学（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/0722/c94474-9245161.html 

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

○ 日英外相が戦略対話＝北朝鮮、圧力強化で連携（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017072100163&g=prk 

○ ソマリア沖海賊警戒の自衛官が帰還報告＝広島県呉市（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017072100437&g=soc 

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

○ 中印、対立深まる ブータンの係争地めぐり応酬（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35104496.html 

○ 稲田防衛相の「隠ぺい疑惑」はなぜ暴露された？（現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ） 

情けなさすぎる真相 ～「極秘会議」の中身が漏れるなんて 

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/52354 
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１９（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 重慶の怪､「ポスト習近平」大乱戦を演出 編集委員（日經） 

 http://www.nikkei.com/article/DGXMZO18937620Y7A710C1000000/ 

○ 領海侵入：「尖閣以外」７月３件 中国公船・軍艦（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20170719/k00/00m/010/169000c 

○ 政府、中国船侵入に警戒強化＝津軽や対馬沖、意図確認急ぐ（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017071901120&g=pol 

○ 海保が独自パイロット･･･尖閣、空から監視を強化（讀賣） 

 http://www.yomiuri.co.jp/national/20170719-OYT1T50043.html 

○ ２等陸佐：「NATO の経験生かす」２年７カ月派遣、帰国（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20170719/k00/00e/030/298000c 

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

○ ウクライナの親ロシア派、新「国家」の樹立宣言 実現性には疑問符（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3136157 

○ 領海航行の中国海警局の船 「国際法抵触なし」官房長官（NHK） 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170718/k10011063341000.html?utm_int=ne

ws-politics_contents_list-items_002 

○【緊迫･南シナ海】インドネシア 仲裁裁定受け地図を改訂（産經） 

 http://www.sankei.com/world/news/170718/wor1707180044-n1.html 

○ 中国軍の最強駆逐艦が進水 米中のバランスに変化も（NEWS ﾎﾟｽﾄｾﾌﾞﾝ） 

 https://www.news-postseven.com/archives/20170718_584665.html 

○ 文大統領が国防費拡大を表明「任期内に GDP 比０.５%引き上げ」（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2017/07/18/0900000000AJP20170718

002700882.HTML 

○ 旧日本海軍が建設した巨大な地下壕、初公開（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3107337.html 

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

○ 防衛費 4年連続５兆円超要求へ 来年度予算､過去最高 対北朝鮮･中国を柱に（日經） 

 http://www.nikkei.com/article/DGKKZO18929750X10C17A7PE8000/ 

○ 韓国、北朝鮮に異例の軍当局者会談を提案（BBC） 

 http://www.bbc.com/japanese/40628002 

○ 日欧 EPA が大枠合意 中国への影響は大きくない（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/0717/c94476-9242323.html 
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○ 日米印の連携誇示＝悪条件も「訓練に好都合」－海上演習公開（時事） 

 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170717-00000074-jij-asia 

○ ９月に海保長官級会合＝安倍首相表明－「法の支配」へ国際連携（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017071700559&g=pol 

○ 日本がマレーシアに供与、大型巡視船を披露（讀賣） 

 http://www.yomiuri.co.jp/world/20170716-OYT1T50060.html 

○「海猿」育成、学生増え新課程も 京都、海保学校 65 年（京都新聞） 

 http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20170717000089 

○「海兵隊の皆様に敬意」在日米軍司令部のツイッターに感謝の書込み多数（産經） 

富士山での女性救助 

http://www.sankei.com/politics/news/170717/plt1707170014-n1.html 

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

○ 戒厳令解除 30 周年記念式典「人権教育を推進する」＝文化部長／台湾（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/201707160002.aspx 

○ 海自護衛艦「すずつき」が八戸初入港（ﾃﾞｰﾘｰ東北） 

 http://www.daily-tohoku.co.jp/news/kita_ar/20170716/201707150P179522.html 

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

○「漁場乗っ取られる」＝イカ釣り漁船､高まる不満－北朝鮮違法操業・山形（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017071500150&g=prk 

○ 夏の風受け帆船パレード 「海フェスタ神戸」開幕（神戸新聞） 

 https://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201707/0010373040.shtml 

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

○ 米上院、ハガティ氏の駐日大使就任を承認（ﾛｲﾀｰ） 

 http://jp.reuters.com/article/usa-japan-hagerty-idJPKBN19Y2ZD 

○ 米政府、国際帝石・丸紅などのロシア極東石油探査を阻止－関係者（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-07-14/OT1YOS6JTSEH01 

○【紅い南シナ海･仲裁裁定 1 年】見せかけの「凪」荒れる漁場（産經） 

 続く中国側の恫喝､監視､密漁 漁船は領有権争いの「先兵」 

 http://www.sankei.com/world/news/170714/wor1707140002-n1.html 

○ 護衛艦「かが」初の金沢寄港 17 日まで停泊（北國新聞） 

 http://www.hokkoku.co.jp/subpage/H20170715101.htm 

○ 護衛艦の見学中に転落 83 歳男性が隙間から３ｍ下に（TV 朝日） 

 http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000105408.html 
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１３（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 外交部報道官 ジブチの中国補給基地について（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/0713/c94474-9241187.html 

○ 中国軍、初の海外拠点＝ジブチ基地の運用開始－対インド包囲を強化（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017071200940&g=pol 

○ 日本自衛隊、米軍の「航行の自由」作戦への参加を見送り（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2017-07/13/content_41208578.htm 

○ 劉暁波氏が死去、ノーベル平和賞の民主活動家 米大統領ら哀悼（ﾛｲﾀｰ） 

 http://jp.reuters.com/article/china-rights-idJPKBN19Y1W8 

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

○ 安倍首相、九州豪雨で視察＝復旧･復興に全力（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017071200163&g=pol 

○ 南シナ海、中国は判決履行を＝菅長官（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017071201010&g=pol 

○ 米軍、THAAD による迎撃試験に成功 対北朝鮮の防衛力示す（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3135377 

○ 米軍基地、64 年ぶりに龍山を離れ平沢へ（ﾊﾝｷﾞｮﾚ新聞） 

完成時点は「韓米間で見解の相違」－ハンフリース基地､新司令部庁舎開館 

http://japan.hani.co.kr/arti/politics/27894.html 

○ 韓国海洋水産部長官、駐韓日本大使と面会（中央日報） 

「海洋水産分野で協力お願いしたい」 

 http://japanese.joins.com/article/174/231174.html?servcode=A00&sectcode=A10 

○ 記念艦三笠に映画写し 22 日夜に鑑賞会（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/263855 

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

○ イラク首相、モスルでの勝利を正式に宣言（BBC） 

 http://www.bbc.com/japanese/40565316 

○ プーチンもメルケルも手なずけた､習近平「恐るべき外交術」の神髄（現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ） 

G20 深層レポート http://gendai.ismedia.jp/articles/-/52261 

○【北ミサイル】専門家に聞く（産經） 

「トランプ氏は北と直接取引へ」武貞秀士・拓殖大特任教授 

「弾頭小型化はめどついた」香田洋二・元自衛艦隊司令官 

 http://www.sankei.com/world/news/170711/wor1707110051-n1.html 
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○ 危機不感症に陥った日本を世界の激震が襲う日（Newsweek） 

＜中ロ両国の膨張と中東の不安定化に無力なトランプ政権｡ミサイル危機にさえ能天気な日本につける薬はない＞ 

 http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/07/post-7943_1.php 

○ 横須賀市 在日米軍の新司令官 上地新市長と面談（tvk／ﾃﾚﾋﾞ神奈川） 

 http://www.tvk-kaihouku.jp/news_wall/post-2666.php 

○ 海自最大の護衛艦「かが」初入港 京都･舞鶴（京都新聞） 

 http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20170711000134 

○ 自衛官に猶予判決 母親への傷害罪で 千葉地裁（千葉日報） 

 https://www.chibanippo.co.jp/news/national/422193 

○ 女性独立活動家の名前が入った潜水艦「柳寛順」､海軍に引き渡し=韓国（中央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/137/231137.html 

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

○ IS の「カリフ制国家」､モスル陥落で大打撃 致命的とはならず（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3135131 

○ 安倍内閣改造、なぜ女性防衛相を交代するのか（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2017-07/10/content_41184537.htm 

○ 日米印の合同演習始まる＝中国けん制、印空母が初参加（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017071000579&g=pol 

○ 日本とフィンランド、北極海航路めぐり環境面で協力推進へ（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3101225.html 

○ 海自護衛艦を公開 震災後、相馬港に初入港（福島民報） 

 https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/fminpo/region/fminpo-95465341 

○ 京都、元海自隊員が作る「ほんまもんの舞鶴海軍カレー」大人気（京都新聞） 

 http://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20170710000036 

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

○ 習近平国家主席が日本の安倍晋三首相と会談（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2017-07/09/content_41180992.htm 

○ 日中首脳会談：首相､相互訪問に意欲 習氏触れず、改善険しく（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20170709/ddm/002/010/102000c 

○ “求愛”した安倍首相､”訓戒”した習近平主席（ﾊﾝｷﾞｮﾚ新聞） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/international/27867.html 

○ 北朝鮮ミサイル発射の詳細 ロシア､国連に提供（Sputnik） 

 https://jp.sputniknews.com/politics/201707093860150/ 
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○ 韓日首脳会談で「少女像問題も議論」 信頼構築の第一歩＝韓国高官（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2017/07/09/0400000000AJP201707090

00600882.HTML 

○ P1 哨戒機の輸出 装備輸出で「連戦連敗」 受け身の参加､原因か（産經） 

防衛装備庁の体制見直し急務 

http://www.sankei.com/politics/news/170709/plt1707090013-n1.html 

○ インドが米日と合同演習､「中国をけん制」（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2017-07/09/content_41180844.htm 

○ 自衛隊の海外進出を推進？ いずもの南中国海での訓練風景が異例公開（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2017-07/09/content_41180847.htm 

○ 護衛艦一般公開 大洗（茨城新聞） 

 http://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=14995107456017 

○ 陸自が揚陸訓練 浜大樹で隊員 80 人（十勝毎日新聞） 

 http://kachimai.jp/article/index.php?no=396824 

○ 福岡「沖ノ島」の世界遺産登録 勧告覆し全８資産一括 国内 21 件目（産經） 

 http://www.sankei.com/west/news/170709/wst1707090048-n1.html 

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

○ プーチン､安倍首脳会談 平和条約が主題（Sputnik） 

 https://jp.sputniknews.com/politics/201707083857766/ 

○ 日印首脳、海洋の安全保障協力で一致（FNN） 

 https://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00363674.html 

○ 韓米日首脳が初の対北共同声明 非核化へ「最大限の圧力」（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/northkorea/2017/07/08/0300000000AJP201707

08000100882.HTML 

○ トランプ､プーチン両大統領が初会談 米選挙ハッキングも話題に（BBC） 

 http://www.bbc.com/japanese/40534361 

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

○ シリア「IS 首都」､米主導の空爆で民間人 224 人死亡 NGO（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3134849 

○ アングル：中国空母の香港寄港、武力誇示は「愛国心」育てるか（ﾛｲﾀｰ） 

 http://jp.reuters.com/article/hongkong-china-idJPKBN19W0XR 

○ 航空自衛隊：米爆撃機と夜間訓練 北朝鮮など牽制（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20170707/k00/00e/040/298000c 

○ 九州豪雨 倒れた橋脚、曲がったレール･･･インフラ強靭化が必要（産經） 

 http://www.sankei.com/region/news/170707/rgn1707070041-n1.html 
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○ 海流発電：IHI、世界初の実証試験へ 実用化コスト課題（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20170708/k00/00m/020/117000c 

○ 慰安婦合意は「被害者への賠償」 請求権とは無関係＝韓国政府（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2017/07/07/0400000000AJP201707070

03000882.HTML 

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

○ 安倍晋三首相「日米欧の基盤､盤石に」（産經） 

日 NATO 首脳会談で NATO 海上司令部に連絡官派遣を表明 

http://www.sankei.com/politics/news/170706/plt1707060041-n1.html 

○ 自衛隊、米豪演習に参加＝連携強化で中国牽制（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017070601152&g=pol 

○ 中国軍、日本海で活発化＝北朝鮮「新段階の脅威」－防衛白書（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017070601047&g=prk 

○ 国産「P1」パリにたどり着けず 機体トラブルの”深刻さ”（AERA／週刊朝日） 

 https://dot.asahi.com/wa/2017070500019.html 

○ 国連に「在日コリアン差別報告書」提出＝民団（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2017/07/06/0400000000AJP201707060

03600882.HTML 

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

○ 北朝鮮の ICBM 実戦化「時間の問題」＝米アラスカ射程に（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017070500915&g=prk 

○ 中ロ首脳「THAAD 韓国配備に反対」を再確認（ﾊﾝｷﾞｮﾚ新聞） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/international/27831.html 

○「赴任で仕事不安･･･」無断欠勤の自衛隊員を処分 飲酒運転の 2 人も（産經） 

 http://www.sankei.com/affairs/news/170705/afr1707050019-n1.html 

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

○ 北朝鮮ミサイル：着水前､初の発表･･･防衛省 発射 12 分後（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20170705/k00/00m/040/092000c 

○ 中国艦が日本の領海に進入？意図的な宣伝＝国防部（中華網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2017-07/04/content_41147981.htm 

○ 居座る中国船、悩むフィリピン漁民 南シナ海･スカボロー礁（西日本新聞） 

 https://www.nishinippon.co.jp/nnp/world/article/340061/ 

○ NY に軍艦島告発映像 日本の「歴史歪曲」指摘（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2017/07/04/0400000000AJP201707040012008

82.HTML 
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２９．８．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

 

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

○ 稲田氏、都議選「厳粛に受け止める」 続投改めて強調（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASK735CVMK73UTFK00V.html 

○ 米艦が西沙諸島の領海に進入、中国への重大な政治･軍事挑発＝外交部（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2017-07/03/content_41140897.htm 

○ 与那国島への陸自配備から 1 年余 島民に溶け込む自衛隊（産經） 

国境の砦に「活気」と「安心」もたらす「地域のために 地域と共に」 

http://www.sankei.com/premium/news/170703/prm1707030009-n1.html 

○ 造船 1～6 月受注 韓国勢が 34%占め５年ぶりの世界トップ（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/economy/2017/07/03/0500000000AJP20170703

000200882.HTML 

○ 缶ビールから景品応募に必要なシール盗む、一等海曹を停職処分に（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3095625.html 

○ 飲酒事故で海自隊員を停職処分 京都･舞鶴総監部（京都新聞） 

 http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20170703000079 

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

○ フィリピン南部マラウィとその周辺からの避難者､40 万人近くに（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3134189 

○「リビア国民軍」､過激派との戦闘で６月に民兵 44 人死亡（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3134183 

○ 米軍、西沙沖で「航行の自由作戦」＝中国、直ちに反発（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017070200451&g=int 

○ 中国海軍の情報収集艦 津軽海峡で一時領海侵入（NHK） 

 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170703/k10011039011000.html 

○ 中国軍艦が日本領海に侵入、津軽海峡を航行中に（ﾛｲﾀｰ） 

 https://jp.reuters.com/article/china-japan-territorial-waters-idJPKBN19N0LC 

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

○「宇宙軍」は必要か？米議会と空軍が激烈バトル（JB Press） 

 中ロが宇宙戦力の強化に邁進、米議会で高まる危機感 

 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/50383 

○ ベトナム最悪の海洋汚染、意外な「その後」（東洋経済） 

 http://toyokeizai.net/articles/-/178075 

○ 懲戒処分：海自隊員、不倫相手の飲酒運転に同乗（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20170701/k00/00e/040/171000c      （了） 
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