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第2481回例会

今年度会長テーマ

行動すれば何でも出来る！希望を持って取り組もう！

■司会：大仁田会員
■点鐘・会長挨拶・会務報告

石山会長

菱 沼 事 務 局からチョコ
レートを皆様に頂きました。
ありがとうございます。第8回
2月度理事・役員会では、
1月
の収支明細報告について
北久保会計より報告があり
承認されました。ハッピーラ
イフプロジェクトについて飯
田委員長より発表がありました。2月13日に第2回の実行委
員会があります。
プログラム委員会より3月の例会変更の報
告がありました。村越会員から休会の申請がありました。
田
中次年度会長より次年度分区連絡会における分区負担
金の値上げの予定の報告がありました。

■入会式：鈴木達雄様
私の移籍に関して御快
諾を頂き誠にありがとうござ
います。
ロータリー歴3年に
なります。先輩方のご指導を
頂きたいので宜しくお願い
致します。

■合唱：ロータリーソング｢我等の生業｣
◆ソングリーダー：村田会員
■お客様紹介：
嶋田パスト会長
本日のお客様は、元 統
合幕僚学校長（空将） 石野
次男様、東村山防衛協会
会長 倉林辰雄様、事務局
長 藤崎文夫様です。

■例会日／毎週木曜日 12:30〜13:30
■例会場／八坂神社 社務所
〒189-0013 東京都東村山市栄町3-35-1

■幹事報告

岩原幹事

■ガバナー事務局→会長・幹事
2018年決議審議会への提出案について
2/20 地区大会会長・幹事会にて説明。
事前に資料を確認
■ガバナー事務局→会長・次年度会長・岩原会員
2018-19年度地区委員就任承諾書と地区チーム研修セ
ミナーの案内について
地区社会奉仕委員会 会員→岩原会員
■ガバナー事務局→田中次年度会長・山本地区副幹事
2018-19年度PETS開催の案内について
3月16日
（金） 13時から 東武ホテルレバント東京
■青少年奉仕委員会→会長・野澤会員・清水会員・田中
会員・町田会員
在京・地区青少年奉仕包括成果発表会の案内
4月8日
（日） 13時から AP西新宿
■ロータリーフェローズ東京→会長・幹事・當麻地区委員
長・山本会員
ロータリーフェローズ東京創立50周年記念例会の案内
について
4月22日
（日）14時から 如水会館
■バギオ基金→会長
礼状の受理について
石山敬会員へ礼状
■訃報：
東京ベイロータリークラブ
チャーターメンバー
井上日宏（享年90歳）
2/7 通夜 2/8 告別式
（密葬）
■クラブ管理委員会／中條

基成

■事務所／〒189-0013
東京都東村山市栄町3-5-1ハイツむさしの101
TEL 042-393-7500

FAX 042-395-1166

■回覧：
・武蔵野女子学院ニュースレター・長期留学体験記
・東京秋川RC第26回多摩分区交流会 若手の会
・
「自衛官の使命感について思うこと」
と
「空女」

■出席報告

村田会員

■会員数：30名 ■欠席：4名 ■本日の出席者：24名
■出席率：85.71％ ■前々回出席率
（修正後）
：85.19％

■ニコニコＢＯＸ

北久保会員

◆石山会長・岩原幹事：石
野次男様、
ようこそおいで
くださいました。東村山防
衛協会会長倉林様、事
務局長藤崎様ようこそ。
鈴木さん、
入会おめでとう
ございます。
◆嶋田会員：ジョン実は石
野次男様、卓話ありがとうございます。倉林様、藤崎様、
本日は大変お世話になりありがとうございます。
◆樺澤会員：菱沼様、
ご丁寧にありがとうございます。
◆小町会員：本日の卓話に、
ご多用の所、
石野次男様、
倉
林辰雄様、
藤崎文夫様、
ありがとうございます。
よろしくお
願いします。
◆北久保会員：鈴木龍雄さん、入会おめでとうございま
す。石野次男様よろしくお願いいたします。
◆野村会員：鈴木さん、入会おめでとうございます。石野
様、
本日の卓話ありがとうございます。
◆中丸会員：鈴木さん、
ご入会おめでとう。元統合幕僚学
校長石野様、
卓話よろしくお願い申し上げます。
◆清水会員：バレンタインありがとうございます。
◆中條会員：倉林先生、
本日はお世話になります。
◆金子会員：鈴木様、
入会お待ちしていました。石野次男
様、本日の卓話よろしくお願いいたします。倉林様いつも
お世話になっていまます。藤崎様ようこそいらっしゃいま
した。
◆村田会員・飯田会員：菱沼さんいつもありがとう。
◆菱沼事務局：皆様いつもお世話になっております。
ささ
やかですがご笑納ください。
これからもよろしくお願いい
たします。
●合計：27,000円

●累計：872,000円

■お客様ご挨拶・講師紹介
■東村山防衛協会
倉林会長
石野次男さんは、昭和53
年3月防衛大学校卒業され
昭和53年3月航空自衛隊入
隊で戦闘機の操縦士として
数々の航空自衛隊戦闘機
にパイロットとして活躍。平成24年7月に統合幕僚学校長（
目黒）
をされ平成25年8月退官されました。現職は、双日株
式会社防衛担当顧問として活躍されています。

■卓話
■元統合幕僚学校長
石野次男様

「ミサイル防衛と対領空
審判措置任務」
■日本の防衛
（弾道ミサイル
防衛と対領空審判措置）
：
日本を取り巻く環境の変化・
（中国）
中華民国の偉大な復興
という中国の夢の実現から南シナ海、
東シナ海、
AIIB、
一帯
一路→瞞天過海
（まんてんかかい）
「天をあざむきて海を過
（わたる）
る」何食わぬ顔で敵を騙す兵法の計略。
2049年中
国建国100周年を目指して権力を誇示する。
■ロシア：影響力ある大国へ→クリミア併合、
シリア介入、
米国大統領選挙等への関与
■北朝鮮：先軍政治、核開発と経済改革を同時に進める
併進路線の貫徹
■韓国：文在演政権は、
親中、
反米日か？
トランプ大統領の
訪韓1日目の対応。訪中日程（南京大虐殺記念館での国家
行事に合わせた発言）
■米国：安全保障戦略。
米国土の防衛、
米国の繁栄推進、
力による平和、
米国の影響力拡大→中国、
ロシアに対する
警戒。
同盟国重視、
海外における米国の影響力拡大。
■対北朝鮮（弾道ミサイル防衛）
：北朝鮮は日本を射程内
とするノドン、
テポドン、
ムスダンを300発から600発をすでに
一線配備。
日本にとって最も驚異。北極星1号の長さ9M、
2
号12M。
これを搭載可能な潜水艦は現時点ではない。→
SLBM（潜水艦発射弾道ミサイル）
は、
未完成。
木材運搬用として入れたTelの台数は11台。
ただ、
ミサイル
を1発発射するとタイヤも溶け落ちるため、
再改修が必要。
グアムを射程とする火星12号は実戦配備済みの可能性。
ハワイを射程とするのが14号。米国本土を射程とする15号
が開発最終目的。核弾頭は60発存在というのが米国国防
情報局DIAの見解。小型化、軽量化、多種化のミサイルを
必要なだけ生産可能と主張。北朝鮮は、核・ミサイルは放
棄することはない。
（併進路線）
■国際法から見た4カ国の評価（倉山満氏）
：
・国際訪露理解しているのか怪しい
（アメリカ）
・国際法を理解した上で破る
（ロシア）
・そもそも法を理解できない
（中国）
・そもそも人の道を理解できない
（北朝鮮）
→日本は、
そうした国々に囲まれている。
■世と共に語り伝えよ 国のため 命を捨てし人の功を
（明治天皇 御製）
■降り積もる 深雪に耐えて 色変えぬ 松ぞ 雄々しき
（昭和天皇 御製）
■私が決して滅ぼされることのないようにと希う一つの民
族がある。
それは、
日本民族だ。
あれほど興味ある太古か
らの文明を持っている民族は他に知らない。
この最近の驚
くべき発展にも私には少しも不思議ではない。彼らは、
貧乏
だが、
しかし彼らは高貴だ。
（フランス元駐日大使 ポール・クローデル）
■我々は神に感謝する。我々に日本という尊い国を造って
おいてくれたことを・
・
・」
（アルバート
・アインシュタイン）

■謝辞・閉会点鐘：石山会長

東京東村山ロータリークラブ

