謝

辞

副会長

樫畑

友洋

本日は忙しい中、当クラブの卓話に出席賜り有難う御座いました。
簡潔、要を得た御説明で東日本大震災の応援、台風１２号の災害対策の御活躍についてよく理解出来ました。貴自衛
隊の持つマインド、練度、対応力は世界一とも言われるものがあります。今後とも日本国の為に御努力をお祈りします。
御礼を申し上げます。
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会長報告

幹事報告

本日の例会

五郎さん ２月２２日

●ピアノ演奏
冬景色（文部省唱歌）
ペチカ
（山田耕筰）

瀧川

2月9日（木）

黒田

純一 ソング委員長

●出席報告
黒田 純一 出席委員長
会員数 ４４名
（内出席規定適用免除会員１２名）
2月 9日
（本 日）

２８名

７５．
７％

1月26日
（メーキャップ後）

３７名

９０．
２％

メイキャップ状況（敬称略）
２月４日
（土）５日
（日） 地区ライラセミナー 乾 敦雄
●松本空港Ｒ．
Ｃ．
との合同例会
２月７日
（火） Ｒｏｔａｒ
ｙＥ―Ｃｌ
ｕｂＳｕｎｒ
ｉ
ｓｅｏｆＪａｐａｎ 吉田 篤生
TEL（073）424-9392
12時30分
国際ロータリー第2640地区 例会場／ルミエール華月殿 和歌山市屋形町2-10
２月１３日
（月）
和歌山アゼリアＲ.Ｃ.例会日
樫畑 木曜日
友洋、角谷
芳伸、
事務局／〒640-8142 和歌山市三番丁6関西電電ビル5Ｆ TEL（073）
432-4343・FAX（073）
432-4845
和歌山東ロータリークラブ
山東 勝彦、谷口 文利、野田 真司、松田 弘治、吉田 篤生
会報・広報委員会 角谷 芳伸 後
亮 松田 弘治 笹島 良雄 谷口 文利
創立／1959年2月23日
Ｐ．
Ｍ ６：３０〜 於 紀州南部ロイヤルホテル
次回の例会 2月24日（金）

幹事

瀧川

嘉彦

皆 出 席 表 彰

●卓話「台風１２号災害派遣の現状について」
陸上自衛隊和歌山駐屯地司令 二等陸佐 福永 信彦さん
●ロータリーソング
「四つのテスト」

久一

累計額 1,556,754円〕

2月16日（木） 前回の例会

●卓話
「天然ガス
（都市ガス）によるエネルギーセキュリティの向上」

大阪ガス
（株）
和歌山地区支配人 滝本 裕次さん
●お誕生日お祝い
岸裏 廣澄さん ２月１６日 岩橋
島
公造さん ２月２４日

その他 1,144,754円

田原

○地区大会の申し込みが届いておりますので皆様ご参加お願いします。
○藤戸台小学校への書籍の贈呈式を３月２日午後２時より藤戸台小学校で行いますのでお時間のある方
は是非お越しください。
○来週の理事役員会は例会前の１１時３０分から行います。また例会終了後に松本空港受け入れ委員会を開
催しますので担当の方はご出席お願いします。
○賈金柱さんの新聞記事を回覧します。
○こばと学園便りが届いておりますので回覧します。
○JCニュースが届いておりますので回覧します。
○東南RCよりIMの御礼が届いておりますので回覧します。
○ロータリーカードの案内を回覧します。

昨日のＩ.Ｄ. Ｍ. 有難うございました。
樫畑 友洋さん 自衛隊の皆さんに日頃の感謝を込めて。
山本班長さん御苦労様でした。
赤井 雅哉さん 家内にきれいなお花をありがとうござ
第２班Ｉ.Ｄ. Ｍ. ２月７日ＭＩ
ＺＵＫ
Ｉにて楽
います。
しく盛りあがりました。
乾
敦雄さん 福永信彦さま卓話よろしくお願いします。
野田班長さんご苦労様でした。
佐藤 義記さん 妻への花束ありがとうございました。
Ｉ.Ｄ. Ｍ. の班長、
副班長さんご苦労様です。 田原 久一さん 自衛隊のみなさん本日の卓話よろしく
お願いします。
自衛隊和歌山駐屯地司令福永信彦二等
上中 崇司さん ２ 日 のＩ.Ｄ. Ｍ. あ り が と う ご ざ い ま し
陸佐様、本日はおこしいただきありが
た。福永様卓話よろしくお願いします。
とうございました。卓話よろしくお願
タイガース応援団一同
いします。
福永さん、自衛隊の御活躍に心から敬
〔皆出席表彰〕
意を表します。
瀧川 嘉彦さん ５年皆出席・次は１０年皆出席目指して
福永信彦二等陸佐をおむかえして。
がんばります。
Ｉ.Ｄ. Ｍ. ２班にメーキャップさせていた
だきました。ありがとうございました。
皆出席表彰 50,000円

会長

皆様、こんにちは。会長報告をさせて頂きます。
本日の週報にも載っておりますが、昨日、和歌山市の教育委員会の室にて藤戸台小学校に図書を寄贈
させて頂きました。ご参加の皆さんご苦労さんでした。有難うございました。
３年前の５０周年の時は全小学校に書籍を寄贈した経緯から今回、新設校の藤戸台小学校に書籍を寄贈
したわけであります。新設校は書籍は未だ３０００冊も足りないとの内容をお聞きする機会があったので、
理事会に諮った所賛同されましたので今回に至りました。
３月２日には、購入された本を児童にお渡しするセレモニーもございます。ご参加よろしくお願いします。
今、和歌山市では「うちどくのすすめ」を展開しているとのことです。うちどくとは、
「おうちで読書」という意味で
家庭で子供と一緒に読書しましょうという、ことに力を入れているみたいで、皆さんはご存知でしたでしょうか？ お子
さん、お孫さんと今一度本を読んでみて下さい。
また、２月４日・５日には地区ライラ研修セミナーにご参加有難うございました。

ありがとうございました

本日の累計 42,500円（計14名 15件）
〔お誕生日お祝い 362,000円

http://www.werc.jp
和歌山東ロータリークラブ URL
E-mail info@werc.jp

嘉彦さん

5年皆出席
おめでとうございます！

卓



話「台風１２号に伴う和歌山駐屯地の災害派遣活動」
陸上自衛隊和歌山駐屯地司令

二等陸佐

福永

信彦さん

本日は、９月に紀伊半島に襲来した台風１２号に伴う風水害における和歌山駐屯地の災害派遣活動につ
いて紹介します。
和歌山県は、規模は小さいながらも陸・海・空自衛隊の部隊が全て揃う、全国的にも数少ない県であり、
うち陸自和歌山駐屯地は美浜町に所在しております。現在、約１１０名の隊員が所属しており、その中核
となる第３０４水際障害中隊は、第３７普通科連隊とともに和歌山県の災害対処を担っております。第３０４
水際障害中隊は、海岸への敵の上陸を妨害するため、浅い水域に水際地雷を設置する部隊で、水陸両用車と多くの重機材
を装備しており、災害派遣においてはその機械力を活用して、人力主体の普通科連隊と協同で、人命救助や瓦礫の撤去を
行います。和歌山駐屯地は、過去２５件の災害派遣活動を実施しており、昨年の東日本大震災では、岩手県釜石市で救援

１・真実かどうか ２・みんなに公平か ３・好意と友情を深めるか ４・みんなのためになるかどうか

１・真実かどうか ２・みんなに公平か ３・好意と友情を深めるか ４・みんなのためになるかどうか

活動に従事しました。
台風１２号に対しては、未だ接近中であった９月２日から情報収集を開始、大雨洪水警報発令と同時に、日高郡内の各役
場と連携して状況把握に努めるとともに現地偵察を実施して、住民及び被災現場のニーズに応えられるよう派遣準備を進
めました。
４日未明に、第３７普通科連隊を通じ知事からの災害派遣要請を受けると直ちに非常呼集、現場への速やかな進出を重視
して、最低限度の編成が取れる人員が集合した段階で、土砂災害の発生した田辺市伏菟野へ部隊を派遣、逐次増援し、行
方不明者の捜索に当たりました。また、同日午後は、連絡の途絶えた日高川町小釜本地区へも部隊を進出させ、現地の住
民情報に基づき、行方不明者を捜索・発見・収容し、警察へ引き渡しました。じ後、県の要請に基づき主要幹線道の寸断
状況を偵察し、孤立化地域を解消すべく、道路の啓開作業に当たりました。この間、田辺市滝尻の土石流による国道３１１
号線遮断箇所の啓開現場では、岩を砕く振動で大規模な土石流が発生、間一髪で逃れるという危険な状況が生起しました。
９月１０日以降は、最も被害の大きかった那智川沿いに部隊を逐次集中させ、行方不明者捜索、決壊した堤防の応急復旧、
瓦礫の除去等の救援活動を実施しました。特に、那智川上流の市野々小学校裏の堤防復旧作業においては、
「堤防が崩れ
るときが自衛隊への信頼も崩れるときである。
」と隊員を叱咤、昼夜を問わず作業を実施した結果、台風１５号の上陸まで
に完工し、川の増水にも耐え、何とか自衛隊の威信を保つことができました。
活動間、多くの自治体と調整する機会がありましたが、自衛隊の能力・特性を十分に活用してもらうためには、更なる
連携の強化が必要であり、また、初動の段階で情報が錯綜していた状況を鑑みると、災害発生後の情報収集・共有化の在
り方についても課題を残したものと思われます。今後も地域の安心・安全のため更に努力していく所存ですので、変わら
ぬご支援のほどよろしくお願いします。

友情と奉仕そして
家族の絆を大切にしよう

