
前例会報告 第2158回 2004/1/14（水）

ようこそお客様
しもだて紫水ＲＣ　萩原亢雄さん
航空自衛隊百里基地第７航空団司令部
防衛部長　和泉永一さん　　管理隊　大津英基さん

今月はロータリー理解推進月間と、ポールハリス追悼記念
週間です。 プログラムの関係で、月間行事及び週間記念
行事についての卓話時間が都合付きませんので本日、超ホ
ットな最新ニュースを皆様にお知らせする事で、ロータリ
ー理解推進月間情報とさせて戴きます。
全日本プロバス会員・大阪国際大会集合（初会合）
会員の皆様はすでにご承知の事と思いますが、プロバ

ス・クラブ（professional businessのproとbusを）は、
1962年にイギリスに於いて誕生し、現在は、ヨーロッパ・
オーストラリア・ニュージーランド・南アフリカ等・全世
界に結成され、活発な地域社会への活動を展開しています。
プロバス・クラブは、ロータリークラブが提唱し高齢者対
策（社会奉仕プログラム）としてスポンサーとなり指導育
成しています。会員の１割は元ロータリアンだそうです。
現在世界に約4,500クラブ・会員数300,000人　日本には85
のプロバスクラブがあり、会員数約2,000名　2004年の大
阪国際大会の正式登録が認められている。登録料100＄
プロバスクラブの目的は「会員相互の親睦を図りながら

何の束縛も無く自主的に各自の貴重な知識と体験を次世代
に伝承して行く活動を地域に向けて行う」事だそうです。
ＲＩは５月24日プロバスクラブのために、大阪国際大会

会場にて「work shop」service to aging の開催を決めてい
ます。関東地区には現在プロバスは10クラブしかありませ
んが、今後、高齢化時代に合わせ益々プロビアンが増えて
行きそうです。
本日は、航空自衛隊・百里基地　第７航空団司令部　防

衛部長の和泉永一様をお迎えいたしまして卓話をして頂き
ますが、12月上旬に柿田会員・栗原会員・私と３名で卓話
をお願いしましたところ快くお引き受け頂きまして有難う
御座いました。イラクの支援活動も含めまして、とてもタ
イムリー時期だと思います卓話を楽しみにしています。

１．（財）ロータリー米山記念奨学会より功労クラブ表彰及
び米山功労者表彰名の案内を受理
功労クラブ表彰　下館ロータリークラブ（31回目）
第２回米山功労者マルチプル

丸山靖則会員、渡辺　進会員
第４回米山功労者マルチプル

大林　稔会員、中沢元太郎会員、細谷　貢会員
第５回米山功労者マルチプル　奥沢裕二会員
（感謝状、表彰品は１～２ヶ月後発送の予定）

２．ＲＩより国際ロータリー並びにロータリー財団の2002
～03年度年次報告書を受理

３．ＲＩ第2820地区新世代奉仕委員会よりロータリー講師　
派遣の教員・生徒職場体験受入れ事業所リスト追加版

を受理
４．第６分区ガバナー補佐軽部正紀様より第４回会長・幹

事会開催の案内を受理
日時／2004年１月17日（土）PM６：30
場所／すし兼　　会費／10,000（会長・幹事２名）
議題／イ）ロータリーファミリー分区大会について

ロ）その他
５．下館市長・冨山省三様より「男女共同参画社会をめざ

して」講演会参加協力の依頼状を受理
日時／2004年１月25日（日）（開場PM12：30）

PM１：00～４：00
場所／コミュニティプラザ（スピカ６Ｆ）
内容／「女性の自立を助けるもの・阻むもの」

講師：茨城大学教育学部教授　酒井はるみ先生
パネルディスカッション「私にとって自立とは」

パネラー：
細谷高等専修学校　教務主任　飛毛　久子様
(有)だれでもドットコム

代表取締役　鈴木　清子様
茨城新聞社　　　下妻支局長　藤崎　和則様

６．2003～04年度ＲＩ第2820地区ローターアクト委員長金
子元則様（真壁ＲＣ）よりローターアクト第12回地区
大会参加要請状受理（ローターアクト委員長、新世代　
奉仕委員長に依頼）

７．下記の方より年賀状が届いております
ＧＳＥ（昨年来訪）オーストラリア

ミセス　ターシャ・ブッチャー
ジュリン・ジョンソン

ネパール　カスタマンダップＲＣ
８．茨城新聞2004年正月号特集（下館ロータリークラブ掲

載）の新聞を受理

各界で御活躍のロータリー
クラブの方々にお話する機会　
を頂き、光栄です。
有事法制、イラク派遣など
昨今自衛隊がマスコミに取り
上げられている折り、皆様は
国防全般に関する関心が高い

と感じています。興味のない分野の話になることを恐れま
すが、百里基地が戦闘機を運用する基地であることから戦
闘機についての話を致します。
まず、現代の戦闘機の装備です。各国とも様々なミサイ
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小林　一彦 幹事幹事報告 外部卓話
航空自衛隊　百里基地第７航空団司令部

防衛部長　和泉　永一 さん

会
員
誕
生
ス
ナ
ッ
プ



ルを装備し、訓練に励んでいます。戦闘機に装備するミサ
イルは３種類あります。赤外線ミサイル・セミアクティブ
ミサイル・アクティブミサイルです。航空自衛隊は、米国
製の戦闘機を採用したことからミサイルも米国製のものを
運用していますが、今後国産ミサイルを運用する予定です。
カタログ上は世界最高の性能です。
優れた装備品の性能を引き出すためには、優れた戦闘機
乗りが不可欠となります。戦闘機乗りとなるための教育に
ついて説明します。極端な表現になりますが、日々の訓練
は、後継者の育成のため、と言うことができます。戦場で
戦える一流の戦闘機乗りとなるためには、多大な資産と努
力の投入が必要とされます。通常の訓練の他、規模の大小
はありますが、海上自衛隊・陸上自衛隊との演習及び米軍
との演習も毎年実施し、訓練成果の把握と改善すべき事項
の是正に努めております。国外においても各種の訓練を行
っており、グアム島及び米国アラスカ州へ戦闘機を展開さ
せて行う訓練も実施されています。
当分の間、戦闘機は空軍戦力の主力として存在すること
になります。極東における各国の保有する戦闘機の種類と
機数を紹介します。余談になりますが、配備状況を見ると
国際政治の関わりなどについて垣間見ることができます。

ネパール王国カスタマンダップRC
会長　プラディープ・

シュレスタさん

新年を迎え下館ロータリークラブの
皆様にお祝いを申し上げます。今回の
ツインクラブをはじめに、楽しい交流
ができることを願っております。

オーストラリアGSEチームリーダー
Mrs. ターシャ・ブッチャー

下館ロータリークラブの皆さ
んあけましておめでとうござい
ます。
昨年は茨城ＧＳＥで大変お世
話になりました。昨年は日本、
南アフリカ、マレーシア、タスマニア、と渡航しましたが、
下館での体験は予想をはるかに越えた驚きがたくさんあ
り、短い期間でしたが、日本の自然、文化、風俗、民族、
を楽しく学ばせていただきました。今度は家族全員で日本
へ旅行に行き、夜桜を楽しみながらカラオケステージを占
拠したいと思います。皆さんのご多幸を祈念してミスター
カンバラ!!!!（ハッピーニューイヤー）

2004年４月３日（土）・４日（日）日立シビックセンター
大会第１日目／４月３日（土）
◆会長・幹事会
９：00 登録開始
９：30 点鐘　ガバナー挨拶　ＲＩ会長代理挨拶

地区現況報告　地区資金報告　地区各委員会報告
12：00 点鐘
◆本会議
11：30 登録開始
13：00 点鐘　ＲＩ会長代理紹介　来賓紹介

ガバナー挨拶　ＲＩ会長代理挨拶
資格審査委員会報告　選考管理委員会報告

15：00 記念コンサート　GSE、IAC、RAC等紹介・挨拶
17：00 点鐘
18：20 ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎　晩餐会
大会第２日目／４月４日（日）
◆本会議
８：00 登録開始
９：00 点鐘　ＲＩ会長代理紹介　来賓紹介

参加クラブ紹介　国際ロータリー現況報告
来賓祝辞　記念事業目録贈呈　大会決議

10：30 記念講演
12：00 ガバナーエレクト紹介・挨拶

ガバナーノミニー紹介・挨拶
ガバナー旗引継ぎ　次期地区大会開催地代表挨拶
ＲＩ会長代理講評　閉会のことば

12：20 点鐘
12：30 ロータリー　ファミリーパーティー

※２月29日（日）桜の植樹（社会奉仕委員会）

結婚記念
小倉利一さん・荒川洋一さん・高橋秀夫さん・
永盛友治さん・司代隆之さん
夫人誕生
根本武司さん・中沢元太郎さん・神原　清さん・
高橋秀夫さん・永盛　武さん・佐藤仁一さん
会員誕生
中村兵左衛門さん・増渕勇之助さん・神原　清さん・
飯島康夫さん・浜野紘嗣さん・高橋秀夫さん・
小嶋一彰さん・舘野孝男さん・加藤昌美さん
日向野陽さん⇒第７航空団防衛部長和泉永一さんの卓話を

記念して
萩原ガバナーノミニーの来訪を記念して

小林一彦さん⇒和泉永一様本日は大変お忙しいなか又遠方
より卓話にお出で頂きありがとうございま
す。楽しみにしております。
ガバナーノミニー萩原様ようこそ。

萩原亢雄さん⇒来年もよろしくお願い致します。
柿田平吉さん⇒萩原さんようこそいらっしゃいました。

又第７空団和泉防衛部長と大津さんをお迎
えして

増渕文夫さん⇒今年は春から縁起がいいな、と申しますの
は、第326回大昭会コンペに於いて、久し振
りで大正年代だけの組合せで、和気藹々、楽
しくプレーをしたが、奇しくも創立30年初
春の大昭会コンペでRCコンペに続いて優勝
する事が出来ました。でも大正会、発起人
の中でプレーを続けているのは、自分１人
で、一抹の淋しさを感じる今日この頃です。

新井貞男さん⇒風邪の為先日の初例会欠席致しました。
新年お目出度う御座います。本年も宜しく
お願い致します。
萩原ガバナーノミニーをお迎えして

宮川早智子さん⇒今年もどうぞよろしくお願い致します
プログラム委員会
柿田平吉さん・荒川洋一さん・栗原正直さん⇒
ようこそ航空自衛隊第７航空団防衛部長　和泉永一様
本日はありがとうございます。
ようこそ萩原ガバナーノミニー

本日の合計　101,000円　　累計　1,513,000円

渡辺　　進 委員長出席状況報告

会員数 出 席 欠席

69

例会日

1/14 52 15

病 欠 免 除

0 2

欠席の場合は、三の丸ホテルダイヤモンドホール（TEL  28－8511）へ午前10時迄に必ず電話下さい。
この会報誌は再生紙を使っています。「くりかえし使って生かそう地球保全」 http://www.shimodate-rc.gr.jp

加藤　昌美 委員長Smile Box

例会 月日 プログラム

＊2月プログラム予定表＊
2003－2004年度2月

第
一

例
会

２月４日
（水）

半期を顧みて
日向野 陽会長・小林 一彦幹事

第
二

例
会

２月11日
（水）

祭日・休会
2月12日（木）キダム鑑賞会

第
三

例
会

２月18日
（水）

振替休会
2月15日（日）分区ファミリー大会に参加

第
四
例
会

２月25日
（水）

国際ロータリー創立記念
世界理解月間に因んで
国際奉仕総括委員長 山崎 清司
クラブ国際奉仕委員長 新井 和雄

地区大会のご案内


