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◆会長挨拶 小林 信雄会長

東日本大震災と原発事

故の災害復旧に努めてい

る内外のボランティア及

び自衛隊員には本当に頭

の下がる想いがあります。

自営隊に入隊すると、駐屯地内で集団生活を

する。他の職業人と異なるところは、緊急事態

に際して出動できるようにしておかなければな

らないので、勤務、非番、休暇があるが、プラ

イバシーを保てる時間はない。衣食住は国家の

負担となるため貯金を残す人も多く、ある意味

で魅力的な職業である。自衛隊員の待遇は入隊

して訓練を終えたばかりの２士という階級で約

16～17 万円の月給が支給されている。

【自衛隊員の定年】

士 自衛隊 3 士…(旧軍人）3 等兵、2 士…2 等兵、

1 士…１等兵、士長…上等兵 53 歳

准・曹(下士官) ３曹，２曹…伍長 53 歳、

１曹…軍曹，曹長，准尉 54 歳

幹部（旧将校）尉官 3 尉…少尉，２尉…中尉，

１尉…大尉 54 歳、佐官 ３佐…少佐，

２佐…中佐 55 歳、１佐…大佐 56 歳、

将官 将補，将 60 歳

【外国軍人の定年比較】

米国 少尉 62 歳⇒大将 62 歳

日本 少尉 54 歳⇒大将 60 歳

英国 少尉 55 歳⇒大将 60 歳

仏国 少尉 52 歳⇒大将 60 歳

独国 少尉 53 歳⇒大将 60 歳

自衛隊の活動が報道されるのは、海外派遣や

今回のような災害救助であるが、本来は訓練と

教育の日々である。隊員評価の基準は試験と教

育課程が重要で、海上自衛隊の場合は、2 士と

して入隊、教育隊 4 ヶ月訓練課程部隊に配属

術科学校(第 1～第 4 まで）10 週間から 1 年間

の初級海士特別教育を受ける。4 ヶ月間の初任

海曹課程を受講して 3 等海曹。さらに技術を学

ぶものは特修課程、専修科課程を受講する。幹

部になるには、幹部候補生学校で教育を受ける。
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第 2504 回例会 4 月 26 日 12 時 30 分点鐘：例会場

今週の合唱〈それでこそロータリー、四つのテスト〉

① 開会宣言と点鐘 ②お食事「みつはし」 ③会長挨拶

④幹事報告 ⑤委員会報告 ⑦卓話 市東 弥寿雄幹事

⑧ニコニコ BOX 発表と出席報告 ⑨閉会宣言と点鐘

前回の記録（4 月 19 日）
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幹事報告 岡本秀次期幹事

・4/18(月)～22(金）東日本

大震災・JIU 被災学生支援

バザー用品提供のお願い。

窓口は商工会議所事務局

・4/22(金）成田 RC50 周年

記念式典は震災に配慮して規模を縮小して予

定通り行われます。

・4/24(日)次年度地区ｸﾗﾌﾞ協議会 アパホテル

次年度役員の方は交通手段を連絡ください。

・旭と八日市場 RC より会報がきております。

◆卓 話 東金市副市長八田 稔様

地震は、いつか必ず、し

かも突然発生します。地震

発生そのものを避けること

はできませんが、地震によ

る被害を減らすための取り

組みはできます。一人ひとりが取り組む「自助」

もありますし、ご近所同士などの集まりが共同

で取り組む「共助」もあります。地域社会では、

企業も重要な一員、自らの防災対策を充実させ

るとともに、地域住民と連携して防災対策を進

めることが重要です。一人ひとりが日頃から防

災対策に取り組むことで、自身の安全も確保で

きますし、地域社会全体の防災力の向上にもつ

ながっていきます。一人ひとりが「できること」

に普段から取り組むことで、地震防災対策は充

実していくのです。

「身近でできる防災対策」

【自宅編】家庭やご近所で備えること

１．自宅の耐震 簡易な耐震診断の手法もあ

ります。

２．家具の転倒防止器具やそれ以外の方法

３．自宅で普段の生活で使っているものも備

蓄品です。

４．電気の通電火災に注意 発災後の電気の

取扱いについて、復旧後も慎重に対応。

５．自主防災組織に加入 発災直後の救助活

動ができるのは、家族や隣近所の人達です。

６．災害時要援護者への支援 要援護者の方

とご家族の「自助」、周囲の方々の「共助」

が必要です。

【学校編】 学校で備えること

1. 防災 DVD 等でわかりやすく地震防災につい

て学ぶ

2. 避難所設置・運営訓練 避難スペースの割

り振り、物資の配布、避難者名簿の作成を

体験する。

3. 防災「まちあるき」 地域の「役立つとこ

ろ」「危険なところ」を自分たちでチェッ

クする。

【職場編】職場や外出先で備えること

１．ＢＣＰ(事業承継計画) 企業は「災害後も

営業が続けられる」準備をする

２．家族の安否確認 安否を知る方法を複数

用意する。

３．地域との連携、協定 企業も地域の一員で

す。住民と協力して、地域の防災力を向上

させる。

４．職場でのボランティア 職場や外出先に

とどまることができたら、周囲で困ってい

る人々を支援する。

☆恵みの雨でようやく田植えの準備ができます。

・・・市東 弥寿雄幹事

◆出席率
会 員 出席者 出席率
２５名 ２１名 ８４％

４月 19 日
コインＢＯＸ
１，９００円


