
 
 
 
 
 
 
 

第 1806 回例会  

平成 26 年 10 月 20 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング  「それでこそロータリー」 

３．ゲスト紹介  

自衛隊和歌山地方協力本部 

有田募集案内所長 栫井 雄二 様 

４．ビジター紹介 

                         海南ＲＣ 三上 秀信 様 

５．席報告 

会員総数 48名 出席者数 25名 

  出席率 52.08％ 前回修正出席率 75.00％ 

 

６．会長スピーチ        会長 山東 剛一 君 

みなさん今日は。先ず、はじめ

に先日亡くなられました小椋く

んの御母堂に哀悼の意を表した

いと思います。また、みなさま

におかれましては二日間にわた

りご会葬ありがとうございまし

た。 

本日の例会は、自衛隊和歌山

地方協力本部有田募集案内所、

栫井雄二様のお話でございます。よろしくお願いしま

す。次に、今後、米山記念奨学会委員会からもお話あ

ろうかと思いますが私の方からも一点ご説明させて

いただきたく思います。よく日中関係、日韓関係がこ

んなに冷えきっているのに何故中国人留学生のため

に学資の援助をしなければならないのか、という声を

ききます。ロータリー豆辞典に次のようにでています。

日本のロータリーの創始者故・米山梅吉翁の偉業を記

念し後世に残るような有益な事業を立ち上げたい…

1952 年、東京ロータリークラブが発表したのは海外

から優秀な学生を日本に招き勉学を支援する奨学事

業「米山基金」の構想でした。そこには二度と戦争の

悲劇をくり返さないために国際親善と世界平和に寄

与したい…という当時のロータリアンたちの強い願

いがあったのです。とでています。 

最近では、インドネシアのシャキル君がすごく真面

目で勉学熱心でみなさんに好かれていたと思います。

勿論、カウンセラーの阪口さんのご指導の賜物である

ことは言うまでもありませんが。 

 

７．幹事報告        前幹事 大谷  徹 君 
○例会臨時変更のお知らせ 

海南ＲＣ  10 月２２日（水）→10 月 22 日（水） 
12:30～ 海南市議会議場見学 

（職場例会のため）            

高野山ＲＣ 10 月 24 日（金）→ 10 月 26 日（日） 
地区大会 河内長野市文化会館 

岩出ＲＣ    11 月 13 日（木）→ 11 月 16 日（日） 
日帰り紅葉例会 

               京都市「花伝」 
田辺東ＲＣ 11 月 19 日（水）→ 11 月 19 日（水） 

12:30～ 田辺米穀株式会社 
（職場見学） 

○休会のお知らせ 
岩出ＲＣ    10 月 23 日（木） 
和歌山城南ＲＣ 10 月 23 日（木） 
粉河ＲＣ    10 月 29 日（水） 
海南ＲＣ    10 月 29 日（水） 
 

８．委員会報告 

○前年度米山カウンセラー     阪口 洋一 君 
 前年度の米山奨学生のシャキル君から、メールが届

きましたので紹介いたします。 
 

ご無沙汰しています。長い間、連絡

をしなくて申し訳ありません。就職先

が決まりましたので報告します。 

就職先は TOWAM SND．BHD．です。TOWAM

は半導体モールディング装置メーカ

ーのTOWA株式会社の子会社です。TOWA

の本社は京都にあります。報告は遅くなってしまいま

したが、私は今月から働き始めました。そこで機械設

計の仕事をする予定です。 

私は 5 月に帰国しましたが、就職活動は 8月から本

格的に始めました。今は設計に使うコンピュータのソ

フトウェアの練習をしているだけです。会社には本社

からの日本人の社員もいますが、その人達とはまだ話

したことがありません。職場は何もなければ実家から
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車に乗って 10 分で行けます。距離は和歌山での下宿

先から大学間の距離と同じぐらいです。でも朝と夕方

は車が多いので 20 分ぐらいかかります。今はお母さ

んの車を使って通勤しています。始めたばかりでわか

らないことだらけですが、これから少しずつ仕事に慣

れてがんばっていきたいと思います。 

海南東 RC のホームページに掲載されている週報か

ら柳生さんが亡くなられたことを知りました。突然の

ことでびっくりしました。柳生さんのご冥福を祈りま

す。最後になりますが、次の例会で海南東 RCの皆様

によろしくお伝えください。また連絡します。 

Syakir 

 

９．ゲスト卓話  自衛隊和歌山地方協力本部 

有田募集案内所長 栫
かい

井
こ

 雄二
ゆ う じ

 様 

 

ゲスト紹介              前田 洋三 君 

自衛隊有田募集事務所の所長、栫井雄二様をご紹介

いたします。本日の卓話は「災害時における自衛隊、

救援、支援活動」として、東北大震災を中心にお話し

いただくわけですが、皆様方マスコミ等でご承知の通

り、昨日、田辺白浜地方を中心に「南海トラフを想定

した県津波災害対応訓練」が全国でも最大規模で実施

されました。もちろん自衛隊陸海の方々も参加され、

海上自衛隊地方総監、伊藤海将様も参加されました。 

私共、あらゆる災害に対しまして自衛隊の皆様方の

活動には感銘し、敬服の至りと感じています。栫井様

よろしくお願い申し上げます。 

 

 皆さん、今日は。私は自衛

隊和歌山地方協力本部の有田

募集案内所に勤務しておりま

す。主に自衛官の募集担当窓

口として仕事をしていますが、

自衛隊のことをよく知ってい

ただくための広報活動も行っ

ています。今日は自衛隊の災

害救援活動を中心にお話させていただきます。 

 まず、自衛隊は、日本の

平和と独立を守り、国の安

全を保つために国民と領土

を防衛するための組織で、

今年で 60 年になります。全

国におよそ 260 か所もの勤

務地があり、23 万人もの自衛官が働いています。自

衛隊の活動は、第一に防衛活動として、日本の領空や

領海への進入を防ぐ活動をしています。次に緊急救助

活動として、地震や台風などの大規模災害が発生した

際に救助活動を行います。さらに、国際平和協力活動

として、海外の紛争地域で、その地域の平和を維持す

るための活動をし、国際社会に貢献します。 

 自衛隊の組織は大きく 3 つに分かれています。「陸

上自衛隊」「海上自衛隊」「航空自衛隊」です。 

次に、自衛官になるには、自衛隊幹部候補生、防衛

大学校学生、防衛医科大学校医学科学生、防衛医科大

学校看護学科学生、航空学生、一般曹候補生、自衛官

候補生など、それぞれの応募資格によって、選択して

いただくことができます。 

自衛隊和歌山地方協力本部とイメージキャラクタ

ーを紹介します。 

 

 

 

 

 

 次に自衛隊の災害派遣の仕組みは、主に都道府県知

事の要請に応じ、地震・風水害・火山噴火・雪害など

の自然災害や火災・海難・航空機事故などの際の救助、

山などでの遭

難者救出など

の災害派遣を

行います。捜

索・救助、水

防、医療、防

疫、給水、人

員や物資の輸

送など、様々

な災害派遣活

動を行います。 

東日本大震災での自衛隊の支援活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10．閉会点鐘 
 

 
 
小椋 孝一 君 母の葬儀に際し、皆様には生花、弔電

ご参列を頂き有難うございました。 
山東 剛一 君 幹事中西君、所用のため欠席で大谷さ

んにお願いしています。 
前田 洋三 君 自衛隊和歌山地方協力本部の拵井様。 

本日の卓話、ありがとうございます。 
田岡 郁敏 君 拵井様、今日の卓話、宜しくお願いし

ます。 
山田 裕之 君 拵井様、卓話、宜しくお願いします。 
 

次回例会 
  第 1807 回例会 26 年 10 月 27 日(月) 
    海南商工会議所 ４F 12：30～ 

ゲスト卓話  和歌山ダルク  和高 優紀 様 
 

会報委員会    委員長：寺下 卓  副委員長：阪口 洋一 委員：土井 元司 木地 義和 小久保好章


