
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

2022-2023 年度 
2023 年 2 月 16 日 第 1903 例会  VOL.45 No.18 通算 1907 号 

四つのテスト（⾔⾏はこれに照らしてから） 

Ⅰ.真実かどうか Ⅱ.みんなに公平か 

Ⅲ.好意と友情を深めるか Ⅳ.みんなのためになるかどうか 

国際ロータリー第 2640 地区 和歌⼭北ロータリークラブ Weekly Report 

IMAGINE ROTARY 

[例会⽇] 毎週 月曜⽇ 12︓30〜13︓30  
[例会場] 和歌山市七番町 26-1 ダイワロイネットホテル和歌山４F 
[事務局] 和歌山市広瀬通丁 3-13-2 コスモ広瀬１F（〒640-8113） 

TEL 073-432-5260 / FAX 073-488 -6665 
HP(URL)http://www.wkitarc.sakura.ne.jp 
E-mail︓wnrcinfo@oak.ocn.ne.jp 

 

2022-23 年度 和歌⼭北ＲＣのテーマ
会 ⻑  平⼭ 裕次郎  
『 』 

--------------------------------------- 
 会   ⻑︓平⼭裕次郎   姉妹クラブ 
 幹   事︓岡⽥義典      東済州 RC 
 会報委員⻑︓松本憲⼆    友好クラブ 
                 ⽔⼾東 RC 
--------------------------------------- 

2 月ロータリーレート︓１＄＝130 円 
☆彡 平和と紛争予防／紛争解決月間 ☆彡 
------------- プ ロ グ ラ ム ------------ 
◇開会点鐘 18︓30 
◇和歌山北 RC ソング「われらの希い」 
   ᎳᎴᎵᎶピアノ演奏 辻本美恵子さん ᎳᎴᎵᎶ 
       ソング委員会 ︓岩⾒慎⼀君 
◇ご来客紹介 親睦活動委員⻑︓飯塚忠男君 
◇出席報告  出席委員⻑  ︓⽥邉昌也君 
◇会⻑・幹事・委員会・SAA 報告 
◇夜間例会 18︓30〜20︓30 

ダイワロイネットホテル和歌山４F 
        アトラクション 

昭和歌謡歌⼿︓RUMIKO 様 
         マジシャン︓ちょびっとみつる様 

◇閉会点鐘   20︓30 
---- 次回の例会 2023 年 2 月 27 日（月）----                  
第 1904 回例会 
☆クラブフォーラム  12︓30〜13︓30 

ダイワロイネットホテル和歌山４F グラン 
        「I.M.打合せ」 

------ 前回の例会報告  2 月 13 日（月） ------ 
第 1902 回例会   
○出席報告（会員総数３３名 免除３名） 

 ○出席会員︓２４名  出席率︓７７％ 
○１月３０⽇(月)Make Up 後の出席率︓７４％ 
--------- ビジター報告    ⽥邉昌也君------- 

 
 

合計 0 名 

こんにちは 
本⽇の卓話にお迎えした高野彰彦
様の紹介を兼ねて、私の挨拶をさ
せていただきます。高野様は航空
自衛隊の 2 等空佐です。階級を上
から数えると航空幕僚⻑・空将
（中将）・空将補（少将）・⼀等空
佐（大佐）・2 等空佐（中佐）と
天辺から 5 番目の階級に位置する
⽅であります。現在は、防衛省和

歌山地⽅協⼒本部に籍を置いていますが、航空自衛
隊の部隊に戻ると 100 ⼈程度のパイロットを部下に
持つ指揮官となります。陸上自衛隊に例えると、陸
上は⼈海戦術なので 300 ⼈超の部下を持つ指揮官と
なります。本⽇、もうお⼀⽅、来賓としてお迎えし
ている⽅は、和歌山県隊友会の⽊下会⻑です。会⻑
は、1 階級上の 1 等空佐（大佐）で退官を致しまし
た。現在は和歌山県⽴医科大学付属病院の横で、ラ
イブハウスもあるレストランカフェのディサフィナ
―ドのオーナーをされています。ちなみに、わたし
も自衛隊に所属をしていました。私の場合は陸上
で、階級は陸⼠⻑で終わりました。下から数えると
3 等陸⼠・2 等陸⼠・陸⼠⻑となり、下から 3 番目
の階級で部下は 0 名の⼀兵卒の兵隊で退官を致しま
した。本⽇の卓話者は気さくな⽅と申しておきまし
ょう。私が現職の自衛隊員であれば、⼝を利くこと
のない雲の上の存在であります。今回は、和歌山県
隊友会会⻑にお願いをして、本⽇の卓話が実現した
次第であります。そして、本⽇の卓話者が航空自衛
隊のパイロットであれば、私は北海道にある、陸上
自衛隊の高射特科部隊に所属をしていました。飛来
する飛⾏機を高射機関砲 L90 をもちいて撃墜するの
が、私たちの任務でした。なんの因果か、本⽇は、
私の経歴、職種と全く正反対な、自衛隊の中でもエ
リート中のエリートに、この後卓話をして頂くこと
になっています。自衛隊では本当に偉い⼈です。卓
話の間は、携帯電話をマナーモードにして頂き、静
かに拝聴をして頂けることをお願い致します。最後
に公益社団法⼈和歌山県隊友会の紹介をして終わり
ます。私は退職後も予備自衛官として、有事に備え
て 60 歳まで年に 5 ⽇間射撃等の戦闘訓練を⾏って
来ました。そして、今でも退職自衛官が所属をす
る、公益社団法⼈隊友会（現理事⻑は元統幕議⻑）
の全国組織の傘下である、社団法⼈和歌山県隊友会
に所属をしています。隊友会の会員たちは今でも、
無償で年に数回、大阪にある自衛隊信太山駐屯地第
37 普通科連隊と情報ネットワーク訓練を⾏ってい
ます。災害を想定して、近隣の被害状況をネットで
送信をする訓練です。それは、近年に必ず起こると
言われている、南海トラフを震源とする巨大地震時
の被害情報をいち早く収集をして、災害派遣計画を
⽴て、すみやかな救援活動を実施するための情報訓
練なのです。⼀般には知られていませんが、自衛隊
は、退職後も町のどこかで組織に繋がり、国の防
衛、災害派遣、町の防災にと、無償で真面目に取り
組んでいる事を、皆様⽅にも理解をして認識してい
ただきたいと思います。 

  

http://www.wkitarc.sakura.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本⽇は、私が以前所属していた 
政府専用機を運航する航空自衛 
隊の部隊について紹介させて頂 
きます。テレビ等で⾒たことが 
ある⽅もいると思いますが、政 
府専用機は天皇皇后陛下や総理 
大⾂等が、国外等へ⾏かれる際

の移動⼿段として使用される航空機であり、航空
自衛隊が運用をしています。⾒た目は⺠航機と同
じように⾒えるため、⺠間のエアラインが運航し
ていると思われがちですが、乗務しているのは全
て航空自衛官です。私はその政府専用機を運航す
る部隊である「特別航空輸送隊」に通算、約１６
年所属していました。特別航空輸送隊は政府専用
機を２機保有しており、千歳基地をベースとして
います。任務運航時は羽⽥空港まで移動し、VIP
搭乗後に国外等へ出発します。政府専用機を運航
するための自衛官は操縦⼠、偵察航法⼠、機上無
線員、空中輸送員（⺠間の客室乗務員と同じ。）
及び整備員等により編成されます。また、政府専
用機の機内は⺠航機と異なり、機内はいくつかの
部屋に分かれています。平成５年から任務を開始
した政府専用機は、平成３１年４月、機種が
B747-400 から B777-300ER に更新され、機内の
各部屋の仕様や設備等が変更されました。政府専
用機の運航は総理大⾂や皇室の⽅々の運航が多い
ですが、それ以外にも国際平和協⼒業務や在外邦
⼈等の輸送で使用するとともに、最近ではウクラ
イナから避難⺠を⽇本へ輸送する任務も⾏ってお
り、VIP 輸送以外に多岐にわたる任務を実施して
います。政府専用機を運航するためには事前の各
種準備が重要であり、初めて運航する空港の場合
は、当該空港の事前調査や政府専用機による飛⾏
訓練を実施し、安全確実に運航できることを確認
してから任務を実施する場合もあります。 
また、政府専用機の運航は自衛隊のみで実施する
ことは困難であり、海外運航に慣れている⺠間エ

アラインの支援を受けて運航を実施します。 
運航先は全世界に跨っており、運航によっては
連続した⻑時間の飛⾏に加え、時差も発⽣する
ために体⼒的にきつい場合もあります。そのよ
うな運航においても飛⾏安全を第⼀に考え、定
時性の確保や乗客の快適性を考慮しながら運航
を実施しています。また、安全確実なフライト
をするためには、飛⾏中の各種情報を乗務員間
で適時適切に共有し、同じ認識の下にフライト
することが非常に重要となります。 
政府専用機の仕事は、VIP の国外における重要な
業務等を支える仕事であり、やりがいや達成感
を感じることができます。また、世界の様々な
国へ⾏くことができることも魅⼒の⼀つです。
このような仕事に興味がある⽅がいれば、是非
、自衛隊和歌山地⽅協⼒本部へ話を聞きに来て
ください。自衛隊和歌山地⽅協⼒本部では、陸
海空自衛官の募集、退職する自衛官の再就職援
護、予備自衛官の管理業務を⾏っております。 
引き続きご支援、ご協⼒をお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

≪回覧≫ 
・RI 国際大会(メルボルン)参加申 

込み 
・23-24 年度「R ⼿帳」申込み 
・R 囲碁同好会より「第 21 回全 

国囲碁大会」のご案内 
≪報告≫ 
・本⽇皆様に年間⾏事予定表をお 

配りしています。3 月〜6 月にかけて⾏事予定 
が変更していますので、各々ご確認の程よろし 
くお願い致します。 

・回覧しています R 囲碁同好会の「第 21 回全国 
囲碁大会」にご参加される会員様は、事務局ま 
でご連絡下さい。 

・RI 国際大会(メルボルン)参加申込を回覧してい 
ますので、参加される会員様は案内及び参加申 
込書を東山会員より頂いて下さい。 

≪その他≫ 
・次回の例会は、今週の 2 月 16 ⽇(⽊) 

18︓30〜20︓30 ダイワロイネットホテル和 
歌山４F プレジールにて夜間例会を開催しま 
す。 
会場は、プレジールになります。喫煙室向かい 
の会場です。 

２月 ６日 開發康隆君 
２月１２日 ⽥邉昌也君 
２月２３日 渡邊孝富君 

『林さん来訪予定』 
 ３月１３⽇（月）12︓30〜 
  クラブフォーラム「新会員卓話」 
 ４月 ８⽇（土）10︓00〜11︓30 
  「和歌山城清掃」 

2 月 16 ⽇(⽊)夜間例会 18︓30〜20︓30 
       ダイワロイネットホテル和歌山４F 
2 月 20 ⽇(月)例会変更(2/16(⽊))のため休会 
2 月 27 ⽇(月)クラブフォーラム「I.M.打合せ」 
       ダイワロイネットホテル和歌山４F 
       12︓30〜13︓30 
3 月 6 ⽇（月）クラブフォーラム 12︓30〜13︓30 

「第 1 回 I.D.M.発表」 
ダイワロイネットホテル和歌山４F 

       ※例会終了後 13︓40〜 
「第 7 回定例理事役員会」開催 

3 月 13 ⽇(月)新会員卓話 2 名 12︓30〜13︓30 

       ダイワロイネットホテル和歌山４F 
       ※3 月・4 月合同お誕⽣⽇お祝い 
       ※⽶山奨学⽣︓林さん来訪 
       ※第 2 回 I.D.M.編成 
3 月 20 ⽇(月)クラブフォーラム 12︓30〜13︓30 
       ダイワロイネットホテル和歌山４F 
       「雑誌・広報月間にちなんで」 
       雑誌・広報委員会︓松本憲⼆委員⻑ 
3 月 27 ⽇(月)クラブフォーラム 12︓30〜13︓30 
        ダイワロイネットホテル和歌山４F 
       「I.M.打合せ」 



 

・高野２等空佐、卓話よろしくお願いします。 
       平山裕次郎君 中村博道君 

・いつもニコニコ。          桝谷知樹君 
・年末打上げコンぺ優勝させて頂きました。 

山下茂男君 
・ニコニコ箱募⾦。          重根康志君 
・ニコニコ箱募⾦。          岩崎 昭君 
・ニコニコ箱募⾦。          太⽥恵示君 
・ニコニコ箱募⾦。          松本憲⼆君 
・誕⽣⽇自祝。            ⽥邉昌也君 
・誕⽣⽇自祝。            渡邊孝富君 
・誕⽣⽇自祝。            開發康隆君 
・妻誕⽣⽇。             ⽥中 弘君 
・妻誕⽣⽇。フォーエバーヤング︕   岡⽥義典君 
・妻誕⽣⽇。東京ガールズコレクション、和歌山に 

オファーがなく、妻が拗ねていました。山下茂男君 
 

সহご協⼒頂き有難うございました সহ 
************************************ 

①１月度財産目録について  承認する 
 
②地区委員会組織への出向について 
  ＊森本会員 

23-24 年度地区戦略計画委員会 委員 
  ＊初⽥会員 
    23-24 年度財団監査委員会 委員 
  両名の地区委員会組織への出向を承認する 
 
③年間⾏事予定表について 
  ＊春の親睦旅⾏について 
    ・5/13(土)を予定していましたが、 

5/20(土)に変更する。 
5/13(土)市内９RC 親睦ゴルフ大会の 
予定が入ったため。 

・I.D.M.にて意⾒を集約中であるが、 
原案の子供を対象とした旅⾏先を変 
更し、大⼈中⼼の旅⾏が良いとの意 
⾒がある。理事会で決めて欲しい。 

  再度⽇程変更︓6 月 10 ⽇(土)に決定 
         大⼈対象の⽇帰り旅⾏とする 
  ＊I.M.について（経過報告） 
   場所・⽇程・テーマ・講演内容が決まり 

ました。 
・テーマ︓官⺠協調型の社会奉仕事業を考える 
・講 演︓和歌山市役所観光課  
      副課⻑ 内畑圭司氏 
・内 容︓和歌山市の観光について 
・2/1 付の９クラブ在籍会員数の登録料を 
 各 RC に請求します。 

  ＊2 月 13 ⽇(月)外部卓話について 
   卓話者︓自衛隊和歌山地⽅協⼒本部 
       募集課⻑ ２等空佐 高野彰彦様 
   テーマ︓航空自衛隊特別航空輸送隊の勤 

務を振り返って 
  ＊2 月 27 ⽇(月)クラブフォーラムにて 

「第 1 回 I.D.M.発表」と予定していまし 
たが、「I.M.打合せ」に変更し、3 月 6 ⽇ 
(月)「第 1 回 I.D.M.発表」とします。 
 

④4 月８⽇(土)環境保全委員会より和歌山城清掃 
について 

集合場所︓和歌山城伏⻁像前 
開催時間︓10︓00〜11︓30 
昼  ⾷︓三⼋波さんよりお弁当＆お茶 

を配達して頂きます 
 

⑤4 月開催予定「第 12 回和歌山北 RC 杯ジュニ 
アゴルフカップ」について 
 ＊前回は新型コロナの流⾏で学校の指示に 

より間際でのキャンセルとなった。山下会 
員と調整をすると、今回も感染症の⾏⽅が 
不明なので中⽌にする。 

再度実施⽅向で調整する 
4 月 4 ⽇(火)国⽊原 GC にて開催決定 

≪市内≫ 
3 月 1 ⽇（水）新県知事(岸本周平知事)表敬訪問 
 ※岸本知事の公務のため延期となりました。 
3 月 3 ⽇（⾦）ダイワロイネットホテル和歌山 
 第 5 回市内９RC 会⻑・幹事会予定 16︓30〜 
  出席︓平山会⻑・岡⽥幹事 
3 月 25 ⽇(土) アバローム紀の国 16︓30〜20︓00 
 和歌山アゼリア RC 創⽴ 25 周年記念式典・祝宴 
  出席︓平山会⻑・岡⽥幹事 
 
≪地区≫ 
2 月 25 ⽇(土)クラブ会⻑会議 13︓30〜15︓30 
 シティイン和歌山(CITY INN WAKAYAMA)４F 
  出席︓平山会⻑ 
3 月 5 ⽇（⽇）R 財団補助⾦管理セミナー 

JA ビル２F 13︓00〜16︓00 
  出席︓平山会⻑・重根 R 財団委員⻑ 
     福⽥次期会⻑・松本次期 R 財団委員⻑ 
3 月６⽇（月）My ROTARY の活用(実務)研修会 

市内美園町 3-34 けやき ONE ４F(会議室) 
14︓30〜16︓30 
 出席︓⽥村次期幹事 

3 月 19 ⽇(⽇)会⻑エレクトセミナー(PETS) 
 南海浪切ホール 11︓00〜17︓00 予定 
  出席︓福⽥次期会⻑ 
3 月 19 ⽇(⽇)第 2640 地区⽶山記念奨学⽣修了式 
 和歌山県 JA ビル 13︓00〜16︓00 
  出席︓東山⽶山委員⻑・カウンセラー 


