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谷中 順次郎 会長

出席報告
会員数

唱 歌

45名

“われら日本のロータリアンの歌”
山本 亘 君
ゲスト

義務免除
3名

欠席者数

本日出席率

12名

71.43％

4月1日修正出席率 97.62%

自衛隊和歌山地方協力本部
本部長

１等陸佐

西村 和己 様

援護班長

防衛事務官 古川 吉弘 様

ニコニコ箱
（敬称略）
◇自衛隊和歌山地方協力本部長 １等陸佐 西村和己
様 をお迎えして。
愛須 勝章、後藤 信博、畑地 誠、片井 貢
木村 壽一、畔田 実、前田 吉彦、森本 修至
岡本 博、大久保 勝也、坂本 正人、杉若 雅宣
千ノ本 茂一、武田 静也、谷本 司、玉置 和男
上原 俊宏、早稲田 清司、渡口 眞二、山本 亘
吉田 和枝、吉本 正美
◇お久しぶりです。
中川 文恵
◇先週、欠席おわび。
西谷 次彦
◇お花いただきます。
佐田 一三
◇新庄の防潮堤のつつじが華やかになってきました。
谷中 順次郎

会長報告
■本日のお客様は、自衛隊和歌山地方協力本部長
１等陸佐 西村和己様と、援護班長 防衛事務官
古川吉弘様、総務係長 防衛事務官 馬場拓磨様、
田辺地域事務所長 陸曹長 川口輝樹様をお迎えし
ています。後ほど宜しくお願い致します。
■4月11日(土) ルミエール華月殿において、地区正常
化する会が開催されました。会長として出席して参
りました。
■4月11日(土) 堺市にて、第2640地区 米山記念奨学
委員会の次年度委員へ引き継ぎに坂本正人君が出席
して下さいました。ご苦労様でした。

総務係長

防衛事務官 馬場 拓磨 様

田辺地域事務所長 陸曹長 川口 輝樹 様

■4月18日(土) 岸和田グランドホールにおいて、第26
40地区 米山記念奨学会の奨学生とカウンセラーの
ためのオリエンテーションが開催されます。地区委
員の坂本正人君に出席していただきます。ご苦労様
ですがよろしくお願いいたします。
■4月19日(日) テクスピア大阪において、第2640地区
地区決議会が開催されます。田辺東ＲＣを代表して、
沖史郎君、武田静也君に出席していただきます。ご
苦労様ですがよろしくお願いいたします。
■4月8日の定例理事会のご報告を致します。
◎三四六総合運動公園の時計台の合同セレモニーの日
程について…田辺はまゆうＲＣとも調整し、5月16
日(土)AM9：30～10：30 市長を招待し、除幕式を
行なう事で決定する。
◎田辺市合併十周年記念式典への招待状について…出
席する。
◎南方熊楠顕彰会会費について…例年通り納入を承認。
◎出席義務免除について…愛須勝章氏、那須壽子氏、
岩崎泰人氏を承認。
◎地区決議会信任状について…沖史郎氏、武田静也氏
に委任。出席をメイクアップとする。
◎4月11日(土)地区正常化する会への出席をメイクアッ
プとする。
◎新会員 千ノ本茂一氏の所属委員会は親睦とする。
■持回り理事会のご報告を致します。
◎「大相撲 紀州：梅の郷場所」の協力団体（後援会）
について…後援に賛同。
◎三四六総合運動公園の時計台の除幕式への出席をメ
イクアップとすることについて…承認。

http://tanabe-east-rc.com/

演題：「自衛隊の入口（募集）と出口（援護）」

幹事報告
■例会日時変更

自衛隊和歌山地方協力本部は、和歌山市築港に本部を

◎白浜ＲＣ

4月17日(金)→ 4月12日(日)13：00～

置き、田辺市を始めとする県内６か所に地域事務所等を

◎田辺ＲＣ

4月30日(木)→ 休会
5月 7日(木)→ 休会

構え、自衛官の募集、退職自衛官の再就職支援、防衛基
盤育成のための広報活動の３つを柱とした活動をしてお

◎御坊ＲＣ

4月17日(金)→ 4月18日(土)17：00～
場所：京都エクシブ八瀬離宮

ります。

＜白河ロータリークラブとの姉妹クラブ調印式＞
5月 1日(金)→ 休会

自衛官の募集は、中学生から３０代の社会人までを対
象として１４種目に及ぶ各種自衛官を募集しております。

4月30日(木)→ 休会
4月29日(水)→ 休会

募集種目の一部を紹介しますと、防衛大学校学生は、将
来の幹部自衛官を養成する防衛大学校に入校し、一般大

5月 6日(水)→ 休会
◎和歌山東ＲＣ 4月30日(木)→ 休会

学と同じ単位を取得するとともに防衛学を学びます。学
費等の負担はなく、かつ将来の就職も保障される学校と

◎有田ＲＣ
◎海南ＲＣ

なっております。

5月 7日(木)→ 休会
■メークアップ
◎4月 8日(水) 定例理事会

また、採用人数の一番多い自衛官候補生は、２年又は
３年の任期を自衛官として勤務する任期制隊員で、勤務

泉房次朗君、木村壽一君、小山實君、坂本正人君、
竹村英一君、谷本司君、吉田和枝君、吉本正美君、
岡本博君、谷中順次郎君
◎4月11日(土) 地区正常化する会
谷中順次郎君
◎4月11日(土) 米山記念奨学委員会
坂本正人君
■回覧
◎「シーカ120号」「ハイライトよねやま181号」
◎「米山寄付3月度迄集計表」「3月の寄付金傾向」
「米山功労者一覧表」
◎ガバナー事務所より
「御礼（クラブ青少年・ライラ委員長会議）」
◎ガバナー事務所ＨＰ―活動報告 に掲載
「第10回田辺東ロータリーカップジュニアゴルフ大会」

中に多くの資格を取得できることから、次の就職のため
のステップアップとして入隊する方もおります。
これら自衛官募集に非常に重要となるのが募集相談員
の方々です。募集相談員とは、各種試験を受ける受験者
の導き手となる方達です。田辺地域では、１８名の募集
相談員の方に手助け頂いており、非常に心強いかぎりで
あります。特にお世話になっている募集相談員の方には、
感謝状等を贈呈させて頂いております。また、現在、募
集相談員の新規委嘱を受け付けておりますので、興味の
ある方は田辺所までご一報下さい。

本 日 の プ ロ グ ラ ム
自衛隊和歌山地方協力本部
本部長 １等陸佐
西村 和己 様

援護班長 防衛事務官
総務係長 防衛事務官

田辺地域事務所長

陸曹長

古川 吉弘 様
馬場 拓磨 様

川口 輝樹 様

さて、自衛官は、自衛隊の精強性維持の観点から、若
年退職制度を採用しているため、５４歳前後で定年を迎
えます。よって、多くの退職自衛官が企業等に再就職し、
第二の人生を歩みます。その際、退職者の将来の不安を
払拭するため、当本部が再就職を支援しております。
再就職をした自衛官は、厳しい訓練を経験し、専門的
知識の取得及び規律の保持に努めていた結果、彼らを採
用する多くの雇用企業様から、高い評価を受けておりま
す。
また、任期制で退職した自衛官は、年齢が２０代と若
く、即応予備自衛官、予備自衛官になることができます。
予備自衛官等制度は、陸上自衛隊の継戦能力を強化する
ために極めて重要な制度であり、特に即応予備自衛官を
雇用して頂いた企業様に対しては、訓練招集年間３０日
出頭等、即応予備自衛官が安心して訓練及び災害等招集
に出頭できる環境を整えていただくこと、また、雇用に
伴う負担に報いることなどを目的とした「即応予備自衛
官雇用給付金」制度を設けております。
以上のような活動を通じ、我々は皆様と自衛隊とを繋
ぐ懸け橋として勤務しております。今後ともご指導、ご
鞭撻の程、よろしくお願いいたします。

http://tanabe-east-rc.com/

