
０１．１０．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

～ 海のNews（９月）～ 

３０（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 朝鮮半島の非核化は日露共通の目標＝菅官房長官（Sputnik） 

 https://jp.sputniknews.com/japan/201909306714159/ 

〇 香港デモ 17 週目、警察が「青い水」噴射も 国慶節控え（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35143254.html 

〇 アデン湾で手を握った韓日…清海部隊、海上自衛隊と合同訓練（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/067/258067.html 

〇 東京で「日韓交流おまつり」にぎわう 両国関係悪化でも（聯合ﾆｭｰｽ） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190930001000882?section=news 

〇 整備中の P3C のエンジンが落下 男性隊員死亡  海自鹿屋航空基地（鹿児島 TV／FNN） 

https://www.fnn.jp/posts/2019093000000007KTS 

２９（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 玉城知事、河野防衛相に新基地建設断念求める 沖縄県庁で会談（琉球新報） 

 https://ryukyushimpo.jp/news/entry-998373.html 

〇 全国初 海自と消防が連携 富山県防災訓練（FNN／富山 TV） 

 https://www.fnn.jp/posts/2019092900000001BBT/201909291200_BBT_BBT 

○【ラグビーW 杯】BBC 記者が伝えた日本の歴史的勝利、アイルランドの崩壊（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/49864800 

２８（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日 EU、インフラ整備の連携強化 中国「一帯一路」に対抗（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3246815 

○ 中国とキリバスが国交回復（新華網） 

 http://jp.xinhuanet.com/2019-09/28/c_138430190.htm 

〇 中露、尖閣侵犯寸前 ７月 爆撃機、竹島から編隊（産經） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190928/plt1909280001-n1.html 

〇 独島有事に戦闘機出撃、日本が初めて示唆（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/09/28/2019092880014.html 

○ 日本「哨戒機事件再発ないよう韓国に要求」（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/m/svc/article.html?contid=2019092880015 

○ 韓国・蔚山の港でタンカーが爆発・炎上 18 人負傷（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3246868 
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２７（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 韓国の扱い順下げる＝北朝鮮は「核弾頭実現」－防衛白書（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019092700429&g=pol 

○ 日本の防衛白書 15 年連続で独島の領有権主張＝韓国への否定的な記述も（聯合ﾆｭｰｽ） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190927001600882?section=news 

〇【コラム】日本の衛星・空母・潜水艦戦力、韓国との格差拡大へ（中央日報） 

 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190927-00000007-cnippou-kr 

○ 陸自が英国に初の訓練部隊派遣へ イラク､アフガンなど経験の英部隊と訓練（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190927/k00/00m/040/222000c 

○ 佐賀の陸自ヘリ墜落、ボルト破断の要因に二つの可能性（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM9V6DVPM9VUTIL03V.html 

〇 シリア政権、5 月に化学兵器使用 米国が対抗措置へ（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3246574?cx_part=top_category&cx_position=1 

○ 夏服盗んだ海自２等海士を懲戒処分 「予備が欲しかった」（神奈川新聞） 

 https://www.kanaloco.jp/article/entry-198228.html 

２６（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日米が貿易協定に合意 米の食農産品 9 割で関税撤廃か削減（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/49838380 

○ 日米印合同演習始まる（長崎放送） 

 https://www.nbc-nagasaki.co.jp/nbcnews/detail/2905/ 

〇 ドローン規制 12 区域にミス＝確認怠り公園、私有地など指定－防衛省（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019092600646&g=pol 

〇 習近平総書記が北京大興国際空港の運営開始を宣言（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2019/0926/c94474-9618270.html 

〇 トランプ氏の通話記録を公表 ウクライナにバイデン氏捜査を働きかけ（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/49834824 

○ シラク元仏大統領が死去、86 歳（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35143171.html 

２５（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米議会で日韓関係の改善促す決議 下院で可決（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM9T3DWJM9TUHBI017.html 

〇 佐世保・前畑弾薬庫 移転調査費 1 億 9500 万円 防衛省が概算要求（長崎新聞） 

 https://www.nagasaki-np.co.jp/kijis/?kijiid=549407565196772449 
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○ 多くの新型武器が初登場、総規模 1 万 5000 人 国慶節閲兵式（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2019/0925/c94474-9617823.html 

○ 初の強襲揚陸艦進水＝建国７０年、軍事力誇示－中国（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019092500792&g=int 

〇 DMZ 利用計画を策定中 国際平和地帯化構想も反映＝韓国政府（聯合ﾆｭｰｽ） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190925002200882?section=news 

２４（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ASEAN スマートシティを支援 日本､月内に協議会「一帯一路」に対抗（Sankei Biz） 

 https://www.sankeibiz.jp/business/news/190924/bsd1909240500005-n1.htm 

○ 中国人民解放軍幹部 自衛隊の護衛艦見学 中国軍幹部が 8 年ぶり海上自衛隊舞鶴基地に 

（讀賣 TV） https://www.ytv.co.jp/press/kansai/44912.html 

○ 習近平国家主席「イラクとの戦略的パートナーシップを絶えず新たな段階へ押し上げる」

（人民網） http://j.people.com.cn/n3/2019/0924/c94474-9617486.html 

○ 中国、2020 年以降に気候変動対策を加速＝外相（Reuters） 

 https://jp.reuters.com/article/china-wang-yi-idJPKBN1W90C4 

〇 新型国産練習機を初公開 蔡総統「自主国防の門を改めて開いた」／台湾（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/201909240002.aspx 

○ 韓米首脳会談 韓日対立に触れず＝「即位礼正殿の儀」が分岐点か（聯合ﾆｭｰｽ） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190924003200882?section=news 

○ 海自観艦式に韓国を招待せず 「環境整わず」と海幕長（共同） 

 https://this.kiji.is/549148690649597025 

○ 自衛隊観艦式への参加可否 「まだ決まってない」＝韓国国防部（聯合ﾆｭｰｽ） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190924004100882?section=japan-relationship/index 

〇 自衛官の初任給増額＝採用改善へ警察官と格差縮小－防衛省調整（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019092400131&g=soc 

○ 約 50 年前に無人になった「臥蛇島」に自衛隊誘致を。地元村長が明言（Huffpost） 

 https://www.huffingtonpost.jp/entry/gaja_jp_5d89771fe4b0d26946533fd4 

○ 各国対抗“国際防衛ラグビー競技会”（News24） 

 http://www.news24.jp/articles/2019/09/24/07504941.html 

〇 オスプレイ大破､機長を書類送検＝地位協定で人定できず－沖縄名護沖で３年前・海保

（時事） https://www.jiji.com/jc/article?k=2019092400579&g=pol 

○ 会津藩士・山本覚馬の建白書･･･防衛省内に 新政府提出を裏付け（福島民友新聞） 

 https://www.minyu-net.com/news/news/FM20190924-417764.php 
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２３（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 新閣僚に聞く 河野防衛相「韓国国防相と意思疎通を」（産經） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190923/plt1909230009-n1.html 

〇 離島奪還訓練場、誘致へ 鹿児島・十島村が表明（産經） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190923/plt1909230013-n1.html 

〇 中国とソロモンの国交樹立 歴史の潮流に沿った正しい決断（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2019/0923/c94474-9617120.html 

〇 中国海軍「戚継光」艦が遠洋航行実習とアジア太平洋諸国歴訪へ出航（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2019/0923/c94474-9617087.html 

○「しんぶん赤旗」100 万部割れ 共産、活動資金減に危機感（共同） 

 https://this.kiji.is/548777671728628833 

２１（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 正論懇話会 前統合幕僚長の河野克俊氏講演要旨「日米安保、双務性高める努力を」

（産經） https://www.sankei.com/politics/news/190921/plt1909210008-n1.html 

○ 米､サウジに軍部隊増派＝イラン中銀制裁も発表－石油施設攻撃で圧力強化（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019092100229&g=int 

２０（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国が狙う台湾侵攻の手順と方法－日本の安全保障に欠かせない台湾防衛（JB press） 

 https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/57667 

○ 米が韓国を違法漁業国に予備指定 南極での違法漁業が発端（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/09/20/2019092080077.html 

○ 韓日局長協議 徴用訴訟や輸出規制巡り意見交換＝対話継続で一致（聯合ﾆｭｰｽ） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190920004000882?section=news 

○ 豪戦闘機６機が千歳に到着 空自と国内初の日豪共同訓練（産經） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190920/plt1909200014-n1.html 

○ 陸自照明弾が場外の畑に落下 滋賀の演習場、昨年 11 月に続き（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190920/k00/00m/040/285000c 

１９（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 韓国国防相との会談に意欲＝辺野古移設、地元理解へ説明－河野防衛相（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019091801100&g=pol 

○ 国家安全保障局に経済部門 経済・外交機能を強化へ（TV 朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000164773.html 

○ 東電の旧経営陣 3 人に無罪判決 福島原発事故で東京地裁（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/49750439 
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○ 英国軍ラグビーチーム、靖国神社参拝 物議醸す 英紙タイムズ報道（産經） 

 https://www.sankei.com/world/news/190919/wor1909190027-n1.html 

（「英国大使はこれまでに、神社を訪問しないようにと誰かに指示したことはありません。実際、 

大使は今朝、英国の国際通商大臣の明治神宮訪問に同行しましたし、これまでも 多くの英国  

閣僚と神社を訪れてきました。英国は日本の伝統と文化を尊重しています」（英国大使館報道官）

https://twitter.com/UKinJapan/status/1174943181957320704） 

○ 台風 15 号 東京湾船舶３分の１「走錨」か 県内、原因の事故４件（神奈川新聞） 

 https://www.kanaloco.jp/article/entry-196233.html 

○ 山口・関門海峡で機雷発見（山口朝日放送） 

 https://www.yab.co.jp/news 

○ 国契約業者から献金＝高市総務相の選挙区支部（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019091900896&g=pol 

１８（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国、国防白書を日本に説明（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019091801238&g=pol 

○ 在日華僑界､「新中国成立 70 周年記念座談会・中秋懇親会」を横浜で開催（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2019/0918/c94475-9615609.html 

○ 韓国政府、ホワイト国から日本除外をきょうから施行（中央日報） 

https://japanese.joins.com/article/700/257700.html?servcode=A00&sectcode=A10&cloc=

jp|main|inside_left 

○ 韓国の日本除外「極めて遺憾」＝菅官房長官（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019091800577&g=pol 

○ 北朝鮮外務省「排他的経済水域 不法侵入した日本船舶を追い出した」（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/703/257703.html 

○ ロシアが北朝鮮漁船を拿捕、80 人以上拘束 日本海で密漁と（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/49737128 

○ 北朝鮮船がロシアの国境警備艇を攻撃、日本海で多発する国際事件（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/09/post-13007.php 

〇 米、サウジ攻撃は「イラン南西部から」 月内供給復旧で原油下落（Reuters） 

 https://jp.reuters.com/article/wrapup-saudi-attach-idJPKBN1W22KF 

○ アフガン支援団任期延長＝中国の拒否権回避－国連安保理（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019091800265&g=int 

○ 防衛省締結の契約不履行 気象システム更新に 2 億円（共同） 

 https://this.kiji.is/547067660140938337?c=39546741839462401 

○ 衝突事故の海自艇乗員「村上水軍」ゆかりの地で清掃ボランティア（TV 新広島） 

 http://www.tss-tv.co.jp/tssnews/000004455.html 
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０１．１０．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

○ タクシーで置き引き、海上自衛官を懲戒免職処分（TV 長崎） 

 http://www.ktn.co.jp/news/20190918271077/ 

１７（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ サウジ石油施設攻撃、国家防衛の見直し迫るドローンの脅威（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3244760?cx_part=top_category&cx_position=1 

○ 台湾地区と「断交」したソロモン諸島を中国側が高く称賛（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2019/0917/c94474-9615449.html 

○ 安倍首相「自衛隊も私も 65 歳」＝100 周年の祝辞に意欲（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019091701195&g=pol 

○ 米軍空中給油機 鹿屋で訓練開始（南日本放送） 

 https://www.mbc.co.jp/news/mbc_news.php?ibocd=2019091700038198&ap= 

○ 山陽小野田・宇宙監視レーダー造成工事始まる（TV 山口） 

 https://tys.co.jp/LocalNews/Detail/201909171822_0030689 

○ 大阪湾への原発処理水放出に言及 科学的根拠条件と松井、吉村氏（共同） 

 https://this.kiji.is/546530966331835489 

○ 韓国「原発汚染水の処理に不安」vs 日本「非科学的な根拠の主張」（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/673/257673.html?servcode=A00&sectcode=A10 

○ 隊員の私物なくなるトラブル報告せず １等海佐を停職６日（神奈川新聞） 

 https://www.kanaloco.jp/article/entry-195975.html 

１６（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ サウジ石油施設攻撃で原油急騰、4 カ月ぶり高値 世界供給の 5％に打撃（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/49711647 

○ ソロモン断交 蔡英文総統、中国を「最も厳正に非難」／台湾（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/201909160008.aspx 

○ 香港デモ、16 日で本格化から 100 日（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3244645 

○ 中国独自の衛星測位システム「北斗」構築、米国を意識？（東方新報／AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3244130?cx_part=top_category&cx_position=5 

○ 新時代の中露関係のさらに高水準への邁進を後押し（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2019/0916/c94474-9615055.html 

○「日本には大損失」不十分な日露の経済関係 日露経済交流顧問の朝妻氏（Sputnik） 

 https://jp.sputniknews.com/opinion/201909166676762/ 

○ 九州に電子戦部隊=南西諸島に地対艦ミサイル-離島防衛､西方シフト着々･陸自（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019091500272&g=soc 
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０１．１０．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

○ 日本“反韓内閣”スタート…閣僚ら先を争って“韓国叩き”（ﾊﾝｷﾞｮﾚ新聞） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/international/34358.html 

１５（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ サウジの石油施設にドローン攻撃、生産半減 フーシが犯行声明（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35142690.html 

○ 強襲揚陸艦「アメリカ」佐世保配備 軍事的な役割 どう変化（長崎新聞） 

 https://this.kiji.is/545778257609917537 

○ 宮古島弾薬庫、10 月にも着工＝防衛省（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019091500266&g=soc 

○ 防衛相、千葉の被災現場に「給水・入浴支援も」（讀賣） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190915-OYT1T50163/ 

○ トランプ米大統領、ビンラディン容疑者の息子の死亡確認と発表（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3244554?cx_part=top_category&cx_position=1 

１４（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○「情報機関の設立､急務」山田宏 防衛大臣政務官（Japan In-depth） 

 https://japan-indepth.jp/?p=47891 

○ サウジ石油施設にドローン攻撃、2 か所で火災 フーシ派が犯行声明（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3244494?cx_part=top_category&cx_position=2 

１３（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 推定 300 キロ以上飛行 10 日のミサイルを防衛省分析（TV 朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000164381.html 

○ ロシア外務省 シコタン島の工場開設に関わる日本政府の抗議を拒否（Sputnik） 

 https://jp.sputniknews.com/politics/201909136667924/ 

○「一帯一路」香港サミット 2019 は香港で挙行された（Yahoo News） 

 https://news.yahoo.co.jp/byline/endohomare/20190913-00142501/ 

○ 英首相「女王だましていない」 閉会違法の判決に反論（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/49684688 

１２（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 河野大臣「各国との安保協力強化に全力」 訓示で決意（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00423924CX/201909121559_CX_CX 

○ 河野防衛相が訓示、北朝鮮と中国の脅威訴え（産經） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190912/plt1909120026-n1.html 
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０１．１０．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

○ 新第７艦隊司令官着任 New U.S. 7th Fleet Commander Takes Charge（USNI） 

 https://news.usni.org/2019/09/12/new-7th-fleet-commander-takes-charge 

○ 小泉環境相､汚染土県外処分へ全力＝武田防災相ら台風被害視察－新閣僚始動（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019091200744&g=pol 

○“大停電”約 31 万軒で続く さまざまな形･･･支援の輪広がる（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00423929CX/201909121753_CX_CX 

○ 自衛隊、千葉の７市町で給水支援 病院など巡回も（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM9D55P4M9DUTIL03Q.html 

１１（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 第 4 次安倍再改造内閣を発表 小泉環境・橋本五輪、13 人が初（共同） 

 https://this.kiji.is/544374787959358561 

○ PKO 日報問題に関わり 河野防衛相に期待と緊張 内閣改造（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190911/k00/00m/010/275000c 

○ 河野防衛相、ＳＮＳで積極的に政策発信（産經） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190911/plt1909110081-n1.html 

○ 小泉進次郎環境相、38 歳で初入閣－「ポスト安倍」試される手腕（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-09-11/PXLZ82DWRGG001 

○ 米、中国によるイラン原油購入を注視 制裁違反には対処へ＝高官（Reuters） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-china-iran-oil-idJPKCN1VW07G 

〇「超大型」ロケット砲、再び試射＝正恩氏が 10 日に指導－北朝鮮（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019091100282&g=int 

○ 韓国政府、日本輸出規制のＷＴＯ提訴を公式決定…その根拠は？（中央日報） 

https://japanese.joins.com/article/524/257524.html?servcode=A00&sectcode=A10&cloc=

jp|main|top_news 

○ 東京五輪で旭日旗禁止を 韓国、IOC に要請（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3244075 

○ 日本がアフリカで進む「中国支配」を阻止できない理由（Forbes） 

 https://forbesjapan.com/articles/detail/29588 

○ 海自館山航空基地が入浴・給水・洗濯・充電支援（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM9C7FV2M9CUTIL08T.html 

１０（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 北朝鮮が飛翔体発射、米国と協議の用意と表明から数時間後（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-09-10/PXL6YDT0G1KW01 
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０１．１０．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

○ 北朝鮮の飛翔体「技術の高度化、注視する」 岩屋防衛相（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM9B321CM9BUTFK003.html 

○ 北朝鮮の飛翔体発射 「日本から情報共有の要請ない」＝韓国国防部（聯合ﾆｭｰｽ） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190910002100882?section=japan-relationship/index 

○ 原田環境相、原発処理水「海洋放出しかない」（日經） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO49622460Q9A910C1CR8000/ 

○ 中越、南シナ海で対立激化 中国海洋調査船航行にベトナム猛反発（産經） 

https://www.sankei.com/world/news/190910/wor1909100021-n1.html 

○ 鹿屋での空中給油機訓練 ２日連続で中止（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/2019091000000002KTS/201909101210_KTS_KTS 

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

○ 北朝鮮建国 71 周年 プーチン大統領、金委員長を祝福（Sputnik） 

 https://jp.sputniknews.com/politics/201909096654625/ 

○ 文大統領がチョ国氏の法相任命を強行 政界や社会への波紋必至（聯合ﾆｭｰｽ） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190909001900882?section=politics/index 

○ イスラム過激派が 2 つ車両攻撃、29 人死亡 ブルキナファソ（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3243599?cx_part=top_category&cx_position=1 

○ 収賄容疑で海上自衛官逮捕 食料納入巡り、便宜か（共同） 

 https://this.kiji.is/543736083474711649 

○ 台風の強風で転落死？ 自衛隊横須賀基地で設備点検中の会社員（産經） 

 https://www.sankei.com/affairs/news/190909/afr1909090032-n1.html 

○「ノーサイドの精神」で韓国軍も参加 国際防衛ラグビー開幕（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190909/k00/00m/050/382000c 

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

○ 日本を守る“水中防衛“の新技術、出でよ！（日刊工業新聞） 

 https://newswitch.jp/p/19152 

○ トランプ氏、タリバンとの和平交渉中止を発表 極秘会談も取りやめ（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3243530?cx_part=top_category&cx_position=3 

○ ソロモン諸島の外相台湾訪問 外交部「双方の友好関係を深化」（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/201909080005.aspx 

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

○ 北朝鮮瀬取り摘発へ、情報を集約 データベース、21 年構築へ（共同） 

 https://this.kiji.is/543045779330384993 
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０１．１０．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

○ 習近平国家主席と独メルケル首相が会談 「両国の協力拡大」呼び掛ける（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2019/0907/c94474-9612971.html 

○ 海自アクロバット飛行隊「ホワイトアローズ」知ってる？（乗り物ﾆｭｰｽ） 

一般初登場 SUBARU T-5 で空へ https://trafficnews.jp/post/89447 

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

○ 極東連邦管区大統領全権代表、日本の抗議にもかかわらずクリル列島に今後も新事業 

を構築すると発表（Sputnik）https://jp.sputniknews.com/politics/201909066648603/ 

○ 辺野古地盤改良に技術的助言＝有識者検討会が初会合（時事） 

 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190906-00000142-jij-pol 

○ 小松に最新鋭 F35A（北國新聞） 

 https://www.hokkoku.co.jp/subpage/E20190906002.htm 

○ 米軍通信所工事、大幅遅れで原則平日を「土曜も」 京都・京丹後（京都新聞） 

 https://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20190905000170 

○ 韓日がソウル安保対話で GSOMIA 巡り舌戦、米国は見守るだけ（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/09/06/2019090680005.html 

○「日本戦犯企業」の製品購入を制限 条例案可決＝釜山市議会（聯合ﾆｭｰｽ） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190906003500882?section=japan-relationship/index 

○ 日本製品の購入制限条例可決 「戦犯企業」を規定＝ソウル市議会（聯合ﾆｭｰｽ） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190906002700882?section=japan-relationship/index 

○「旭日旗連想」の東京パラメダル 選手団長会議で問題提起へ＝韓国（聯合ﾆｭｰｽ） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190906003900882?section=japan-relationship/index 

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

○ 過去最大の 104 兆 9998 億円＝概算要求、社会保障費膨らむ－20 年度予算（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019090501172&g=eco 

○ 防衛装備品の輸出で日英連携 総合見本市 11 月開催､アジア市場にらむ（Sankei Biz） 

https://www.sankeibiz.jp/business/news/190905/bsc1909050500009-n1.htm 

○ イージス再調査、全候補地を公平に＝防衛省、自民秋田県連へ回答（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019090501107&g=pol 

○ 防衛相、辺野古移設に理解求める 沖縄知事と会談（沖縄ﾀｲﾑｽ／共同） 

 https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/467155 

○「丁寧な無視」が日韓修復の第一歩､クールダウンを－小野寺前防衛相（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-09-05/PWXV8GT1UM1201 

○ 韓国国防相「隣国との対立助長し利益追求」 日本向け警告メッセージか（聯合ﾆｭｰｽ） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190905001400882?section=search 
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○ 韓国が海軍大増強へ、一体どこと戦うつもりなのか（JB press） 

 https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/57511 

○ 福島原発の汚染水処理問題 IAEA に国際協力求める書簡送付＝韓国政府（聯合ﾆｭｰｽ） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190905003000882?section=japan-relationship/index 

○ 同僚から 355 ドル盗む 「いずも」の海士長を懲戒免職（神奈川新聞） 

 https://www.kanaloco.jp/article/entry-193336.html 

０４（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 北朝鮮、ミサイル開発進展か＝5 月以降、新型相次ぐ－防衛省分析（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019090300996&g=pol 

○ アフガン首都の爆発で 16 人死亡 タリバンが犯行主張（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3242673 

○ 戦後初の国産「61 式戦車」 海を渡りヨルダンで展示へ（産經） 

 https://www.sankei.com/world/news/190904/wor1909040001-n1.html 

○ 高校生に因縁付け 海上自衛官 土下座強要（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00423490CX/201909041926_CX_CX 

０３（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 北朝鮮ミサイル、2 種類は新型＝防衛省、分析を継続（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019090300587&g=pol 

○ 防衛省が小型ドローンの研究強化、尖閣や都市攻撃に備え（日刊工業新聞） 

 https://newswitch.jp/p/19096 

○ 福州市で中日「一帯一路」協力国際モデル区計画始動（AFP／東方新報） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3242276 

○ 特別リポート:「可能なら辞任する」､香港トップが明かした胸の内（Reuters） 

 https://jp.reuters.com/article/hongkong-top-idJPKCN1VO0BA 

○ 韓国・文在寅政権「GSOMIA 破棄」の真意（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/09/gsomia-6.php 

○ 東京五輪での旭日旗使用是正を「軍国主義の象徴」＝韓国外交部（聯合ﾆｭｰｽ） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190903003100882?section=japan-relationship/index 

○ 放火容疑で逮捕の３等海曹、懲戒免職処分 海上自衛隊（神奈川新聞） 

 https://www.kanaloco.jp/article/entry-192614.html 

○ 海上自衛隊の隊員 空き巣で逮捕（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/hiroshima-news/20190903/4000005380.html 
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０２（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米国製最新鋭機を次々調達＝新型空中給油機は鳥取－大型無人機部隊､三沢に･防衛省 

（時事）https://www.jiji.com/jc/article?k=2019090100268&g=soc 

○ 日印 2 プラス 2、年内に初開催＝防衛相会談で一致（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019090200729&g=pol 

○ 対中貿易戦争の背景にある、アメリカの強烈な「歴史的危機感」とは（現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/66870 

○ 地上イージスめぐり秋田市長「県と協議し対応検討」（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/2019090200000006AKT/201909021900_AKT_AKT 

○ ＜防災の日＞ 船橋で首都圏合同訓練 大災害への備え確認 ボランティア対応も（千葉日報） 

 https://www.chibanippo.co.jp/news/national/623622 

○ 防災訓練で救助活動の連携を確認 佐世保市（長崎新聞） 

 https://this.kiji.is/540911200200901729 

○ 女性に液体かけた疑い、横浜 海上自衛官の男逮捕（中日新聞） 

 https://www.chunichi.co.jp/s/article/2019090201001714.html 

０１（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 自衛隊が沖縄県防災訓練に参加 固定翼機が初めて下地島空港を使用（産經） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190901/plt1909010008-n1.html 

○ 佐世保・崎辺東地区整備に設計費 1 億 1000 万円 防衛省（長崎新聞） 

 https://this.kiji.is/540717945225708641 

○ 韓国与党幹部ら６議員が独島上陸 日本の輸出規制糾弾（聯合ﾆｭｰｽ） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190901000100882?section=japan-relationship/index 

○ 米軍、シリア北西部でイスラム過激派を攻撃 指導者 40 人死亡か（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3242403 

 

（了） 
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