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第 31 号 ３０61 例会 ２０１9 年 2 月 14 日（木）
＜ビジター・ゲスト＞

航空自衛隊
空将補

して就職援護を行う企業集団（330 社加盟）
の入間基地雇用協議会、幹事の豊田さんが
会長・私が副会長を務めます。
自衛隊は精強さを保つため若年定年制（50
代前半）及び任期制（20 代半ば）という制
度を採用しており退職年齢が通常よりも
若く設定されています。このような状況下
で勤務する自衛官が退職後の生活に不安
を抱くことなく厳しい任務を遂行するた
め、また優れた資質を有する人材を確保す
るためにも退職後の生活基盤の安定確保
不可欠です。こうしたことから退職自衛官
の再就職等就職援護を行うことを目的と
している団体が入間基地退職者雇用協議
会です。こうした民間の応援団、支援団体
は大きな力となっています。
２月は「平和と紛争予防・紛争解決月間」
です。先週の週報 30 号<会長の時間>の記
載漏れを追加いたします。

入間基地司令
景浦 誠樹 様

＜❁会長の時間❁＞齋藤栄作会長
今日は 9 時 30 分より狭山
警察署にて寒稽古納会武道
会大会が開催されたため入
間・狭山警察官友の会副会長
として参列して来ました。柔
道・剣道・逮捕術にて行われ
た大会も見事でありましたが、特に今回初
めての試みで剣道８段の模範稽古を見学
する事が出来ました。
入間市長田中龍夫氏は剣道７段で大変な
腕前ですが剣道８段という方はほとんど
いません。国内の資格試験でも最難関の試
験で 200 名受けて合格者が１名出るか出な
いかと言われるほどです。狭山警察に１名
誕生し在籍しております。3 段、4 段、5 段
の選手が順番にかかり稽古をしましたが
素人が見てもその差は歴然でした。貴重な
模範演技を見せていただきました。警察官
友の会というのは警察官と警察署を物心
共に応援する会です。
入間市が誇るべきものの一つに航空自
衛隊入間基地があると思います。
「基地がある街」というのは望んでも実現
できるものではありません。航空自衛隊入
間基地には３つの協力団体が存在します、
航空自衛隊を多く周辺住民に知って貰い
理解してもらうための「入間基地航友会」、
入間基地青年同友会、そして自衛隊の若年
退職制度（52 歳程度から定年退職）に対応
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とても感動したのでアンパンマンの歌
詞に込められた秘話を調べてみました。
この歌の作詞家である「やなせたかしさん」
の弟は第二次世界大戦において海軍に志
願し特攻隊として戦場でその生涯を閉じ
たそうです。
特攻隊として飛び立った彼は自分が二
度と母国の地を踏むことはないと知り 胸
の痛みを感じつつも生きている喜びを感
じる 涙をこぼすことなく恐れることなく
彼は飛んだ。みんなの夢を守るために。戦
に行くのは自分一人だけでいい。愛と勇気
だけを連れて行くから。幸せとは何か？何
のために生きるのか？その答えを知らず
に生きるのは嫌だ。時は過ぎ。彼は微笑み
ながら特攻隊としての任務をこなした。ま
るで光る星が消え行くように。彼は微笑み
ながら飛んだ。みんなの夢を守るために。
以上・
「アンパンマンマーチの背景」＝平和
を願う歌です。
＜幹事報告＞
豊田義継幹事
＜報告事項＞
1.第２回ロータリー財団
部門セミナー及び補助
金、管理セミナーのご
案内が地区事務所から
来てます。3 月 16 日
国立女性教育会館（10 時～16 時半迄）
対象者は、会長エレクト、次年度Ｒ財団
委員長です。（滝沢エレクト出席）
2.ガバナー地区社会奉仕部門委員長より
地区、ホームページへの社会奉仕部門
活動報告、掲載及び当クラブのホーム
ページ上の活動報告の更新のお願いが来
ております。
3.来週の例会は、会場の変更となり西山
荘です。皆様お間違えのない様、お願
い致します。(時間は変更ありません）

＜出席報告＞
会員数 出席数
43 名

28 名

〈ロータリー情報委員会〉粕谷康彦委員長
2 月 21 日 18 時から扇町屋公
民館にてロータリー情報学習会
を行います。大勢の出席宜しく
お願いします。
＜国際奉仕委員会＞
晝間和弘委員長
前回、国奉仕活動支援金を理
事会で承認されました。会員の
皆さんのご協力ありがとうござ
いました。主な事業としては、
ミャンマー国際支援、フィリピ
ンへの教育支援等があります。それに合
わせて、書き損じはがきと募金もまだ行
っております。宜しくお願い致します。
＜ニコニコＢＯＸ＞
木下登ＳＡＡ
★景浦基地司令ようこそ、本日の卓話楽し
みにしています。宜しくお願いします。
「齋藤栄作君、豊田義継君、木下登君、
山岸義弘君、後藤健君」
★奥田さん古川さんバレンタインチョコ
ありがとう。
「白幡英悟君」
★早退いたします。
「関根靖郎君、吉岡信人君」
本日\10,000

累計\642,000

■回覧、配布物
①ハイライトよねやま Vol.227
②ロータリー希望の風奨学金ご支援感謝
③2019～2020 年度ロータリー手帳申込み
④2/21 西山荘例会出欠席表
⑤2/21 ロータリー情報学習会出欠席表
⑥他ロータリークラブ週報
⑦入間ＲＣ週報 30 号

白幡英悟委員長
出席率 前々回修正率
68.29％

●委員長報告
〈会員増強委員会〉
一柳達朗委員長
来週の西山荘での例会は会員
増強についての話し合いです。
どの様にしてアプローチしてい
こうか等、具体的なディスカッ
ションを行いますので、多数の
方の参加宜しくお願いします。

53.85%

事前欠席連絡 4 名
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所に所属している研究者、所謂シンクタン
カーがより多く見受けられます。実は、シ
ンクタンク自体が、保守・中道・リベラル
という色分けがされうるもので、米国内で
もそのような見方がなされているという
ことをご認識下さい。ですから、どのシン
クタンクに属しているかを見れば、ある程
度ですが、意見の色合いは読みとれるので
はないかと考えます。そのために必要なの
が、シンクタンクを色分けするリトマス紙
的なものでして、６～７年前に小生がワシ
ントン DC 出張した時に作成したものが配
布のものとなります。ご参考になれば幸い
です。

■■■講 師 卓 話■■■
「防衛大綱と中期防の位置付け＆
米国の識者とシンクタンク」
航空自衛隊
空将補

入間基地司令
景浦 誠樹 様

昨年末、防衛計
画の大綱及び中期
防衛力整備計画が
策定されました。
防衛大綱は、国家
安全保障戦略に基
づき概ね 10 年先、
この防衛大綱に基
づき中期防はその
前半の５年先を見据えて定めるものです。
そして、中期防を踏まえて各年度予算が組
まれます。言い換えれば、国家安全保障戦
略の枠内で大綱が、大綱の枠内で中期防、
中期防の枠内で年度予算が作られるのが
原則です。
これらが概念上、「背骨」のように真っ直
ぐ積み重なり、我が国の防衛を「支える」
仕組みになっています。今後、国会での議
論について各種報道がなされた時にでも、
思い出していただければ幸いです。
次に、上述した「背骨」に一貫している
考え方の一つが日米同盟です。ですから、
同盟国たる米国の考え方を理解すること
は必須のことと考えます。その理解のため
に、先ほど「各種報道」と申しましたけれ
ども、新聞等を読まれる際にご留意頂けれ
ば、若干でも参考になるのではないかと思
うことを申し述べます。それは、各紙面に
「米国識者は・・・」とあると、あたかも
米国国民全体の、又は同政府の見方のよう
に兎角捉えられがちですが、決してそうで
はなく、有識者のバックグランドを念頭に
置きつつ、あくまで one of them の意見と
認識することが大切であることです。
特に、米国の有識者としては、大学関係者
よりも、「シンクタンク」と呼ばれる研究
発行

豊田義継幹事よりご紹介
1.出身地;愛媛県
2.生年月日 昭和 41 年 6 月 9 日
3.出身校防衛大(33 期、国際関係論専攻）
4.経歴 平成
21.8 統合幕僚監部総務部庶務班長
22.8 航空幕僚監部防衛部防衛課業務計画
24.2 航空幕僚監部防衛部防衛課付
24.8 航空幕僚監部人事教育部人事 計画課
調整官兼企画班長
25.8 航空幕僚監部人事教育部補任課長
27.12 防衛大学校防衛学教育学群長兼教授
29.12 現職
5.留学 平成
6. 5 チャップマン大学院人材管理開発学
修士課程（嘉手納基地）
12.12 韓国空軍大学指揮幕僚課程
17. 6 ハーバード大大学院修士課程
24. 2 ブルッキングス研究所エグゼクティ
ブフェロー

入間ロータリークラブ

■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7 ハイツ斎竹 101 号 Tel.04-2964-1700
■Email
iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp
■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆバンケットホール Tel.04-2963-1111
■例会日：木曜日 12：30～13：30 ■会報委員長：水村雅啓
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Fax.04-2965-5788

