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日　付 時　間 回　数 プログラム内容

４月 １７日（火）

４月 ２４日（火）

５月 　１日（火）

５月    ８日（火）

卓話

卓話「台北七星RC訪問報告」、第１１回定例理事会

取り止め例会

青少年奉仕委員会「青少年の健全育成について」

２６２９

２６３０

１２：３０

１２：３０

２６３１１２：３０

籾山・本田・石髙・田辺・石井前々回

前　回

本　日

３１（１０）

３１（１０）

３１（１０）

３月 ２７日（火）

４月   １日（日）

４月 １０日（火）

582.1423

幹事報告

　７年前の東日本大震災では米軍

厚木基地の皆様には「友達作戦」と

称して、大変お世話になりました。感

謝いたします。

　３月１１日　大和市保健福祉セン

ターで（３.１１今だから伝えたいこと）

という二人の語りべの講演を聴いて

きました。

　今からちょうど７年前小学６年生だった女の子が大学

一年生で全国を手弁当で語りべの活動をしています。

　この二人の大学生は家は被災したものの家族は別の

場所にいて無事だったのですが、地震があり津波がある

までの間、そして津波が自分に向かってきたその瞬間を

生 し々く語っていました。

　皆様はテレビの報道で沢山の家があったはずが、津

波で跡形もなくなった光景は何度も見ていると思いま

すが、その通りの光景が延 と々続く中でよく生きていた

森川　良三　幹事

本日 ￥１２,０００  累計 ￥４７８,５００

◆細川 康治様（座間RC）／本日お世話になります。今

年５回目の訪問となります。よろしくお願い致し

ます。

◆花岡 正会員／４０年間皆出席、在籍のお祝いあり

がとうございました。感無量です。もう少しがんばり

ます！！

◆増 正之会員／１.ロイド・マック司令官よくいらっ

しゃいました。２.引地川沿い桜情報。３月２７日当家

の前、満開になりました。散歩に来てください。

◆古木 通夫会員／暖ったかい！イイネ～

◆伊藤 健司会員／誕生祝をいただきありがとうござ

いました。

Thank you very much for my birthday celebration.

◆佐々木 和夫会員／TakedaPresident. Thank you 

very much for my caricature 

and the orher day.I think is a 

little a lot more rair. Welcome 

Commander.

先日は私の似顔絵ありがとうご

ざいました。もう少し髪の毛が

多いと思います。本日は司令官

ようこそいらっしゃいました。

◆吉岡 善一会員／ロイドさん、高倉さんようこそい

らっしゃいました。今後ともどうぞよろしくお願いいた

します。タムさんも司令官のお話を聞きに来ました。

◆井上 勝彦会員／ミスターロイド、そして高倉さん

ウェルカム。桜のシーズンと共に花粉症で苦労して

ます。

武田　茂　会長

第2626回　2018年3月27日（火）

司　　会 ／三浦　高義　会員
Ｓ.　　Ｌ.　 ／戸張　美穂　会員
独    唱／相原  聰   会員
    「Ｔｈｅ Ｓｔａｒ Ｓｐａｎｇｌｅｄ Ｂａｎｎｅｒ」　
斉    唱／「Ｒ－Ｏ－Ｔ－Ａ－Ｒ－Ｙ」
ゲ ス　ト ／米海軍厚木航空施設
　　　　　　　　司令官　海軍大佐　ロイド  Ｂ. マック氏
　　　　　　　　米海軍厚木基地渉外部
　　　　　　　　渉外部長　高倉 雅子 様
　　　　　　　　米山奨学生　グエン・タン・タム君
ビジター／座間RC会長　細川 康治 様

会長の時間

委員会報告

戸張ソングリーダー

・４月３日（火）の例会は、家族会振

替休会です。

【ポスティング】

・次第　

・週報　

・４月度プログラム

・米海軍厚木航空施設　司令官　

海軍大佐　ロイド　マック様経歴書

【回覧】

・the rotarian 

・米山梅吉記念館館報

・米山梅吉記念館　春季例祭のご案内

・相模原南ＲＣ週報

・うかい亭　ご案内

・オークラフロンティアホテル海老名　ご案内

・研修保養施設のご案内

親睦・ロータリー家族委員会／

戸張美穂委員長

ロイド　マック大佐と通訳高倉雅子様

通訳高倉雅子様ロイド　マック大佐

マック大佐
ありがとうございました

スクリーンを見ながら

司会　三浦委員

厚木航空施設
パンフレット

会長がお持ちになった
「友達作戦ワッペン」

５６周年記念例会での
DVD配布伊藤副委員長

４０年皆出席・
在籍おめでとう花岡会員

出席報告／相原委員

会員お誕生祝い
武田茂会長

会員お誕生祝い
伊藤会員

在籍 6年祝い
吉岡会員

　４月１日、家族会の件 　３月１３日の夜間例会の報

告及び、５月１３日の夜間例会の

お知らせ。

次年度幹事報告／花岡正副幹事

　２０１８年度地区研修協議会が

４月８日（日）、神奈川県立保健福

祉大学で行われます。出席義務の

方は忘れないようによろしく。

親睦・ロータリー家族委員会／

伊藤彦二副委員長

と思うばかりです。

　７年目を迎えた３.１１のお話でした。

　そして、震災があった後すぐに米軍の空母ロナルドレー

ガン他、沢山の軍人が駆けつけ人命救助にあたっていた

だきました。今日は厚木航空司令官のロイド・マックさんを

お迎えしておりますので、あらためてお礼を申し上げたい

と思います。

　私は、厚木基地司令官です。今私は週２回日本語を

習っていますので次回お招き頂いた時はもう少し日本

語が上手くなって来れると思います。今日私の為にアメ

リカ国歌を歌って頂き感謝します。本日は誕生日のお

祝いの方、また長くロータリー活動をされている会員の

方おめでとうございます。

　では、スクリーンで先ず私のプロフィールから、そして

米海軍について、厚木基地について、厚木基地の人道

支援について、そして地域交流についてお話します。

　私は１９７０年６月フロリダ州ペンサコラ市で誕生し

ました。３人兄弟の長男です。フロリダ農学機械大学に

て理数系の学士を取得、その後海事軍事大学にて国

家安全戦略研究の修士号を取得しました。若いころは

アメリカンフットボール・コミック本・ボーリング・ゴルフ・

ポーカーゲーム・カラオケが趣味です。１９９７年に妻の

カネッタと結婚し3人の男の子の父です。２０１７年８月に

厚木基地司令官に就任しました。スクリーンでは誕生

の写真や家族、基地就任時、海上自衛隊の餅つきで家

内が着物を着た写真や私の好きなダースベイダーの写

真、少将から大佐の称号を頂いた時の写真等が映され

ました。

　次に、米海軍は１７７５年１０月１３日、２４３年前に設

立されました。司令部は合衆国ワシントンＤＣ国防省の

中に有ります。前職はペンタゴンで部長として働いてい

ました。米海軍の現在の力は運用可能な艦艇は２８０

隻、その後議会で３５０超の決儀がされました。運用機

体は３７００以上、人員は３０万人を超え、士官５万４千

人、下士官２６万人、民間人２７万人弱、待機要員９万９

千人です。

　厚木基地は１５４万坪、滑走路は南北２.５Km、保持

可能機体数は１１０機、米海軍・海上自衛隊併海上自

衛隊併せて関係者は約８千人、内訳は米海軍軍人

２８００人、家族１５００人、民間人1500人、日本人従業員

約１０００人、海上自衛隊の皆さんが２５００人となって

います。近隣２.５Km半径には２００万人の方がお住ま

いになっています。

　厚木基地の役割は第５空軍航空団及び駐留部隊

の支援です。現在岩国への移駐は行われているが間

もなく完了予定です。Ｃ１２輸送機で物資輸送の拠点

になっています。硫黄島で訓練の際の支援が行われま

す。人道支援では災害救助活動も大きな役割で、地域

交流や海上自衛隊との共同運用で亀島海将補・杉本

海将が常駐していらっしゃいます。

　厚木基地は緊急時の人員と物資輸送の中枢となり

全員集合全員集合

スマイルボックス報告

相原委員

ます。その理由は神奈川県内で唯一固定翼機が離発

着でき、その他の基地からは大変アクセスも良く緊急

時には物資・人員の輸送に大きな役割を果たします。そ

して、有事に備え日本政府・防衛省・南関東北防衛局と

緊密な協力関係に結んでいます、併せて神奈川県警・

消防・自衛隊とも協同訓練・会議を日々 重ねています。

　厚木基地は地元9市と災害覚書を結んでいる。中で

も大和市は大切な市です。太平洋沿岸地域における

津波・台風などの災害への支援を様々な国に行ってい

ます。先程会長が触れていただきましたけれど東日本

大震災の際には「友達作戦」として厚木基地より2万4

千人の米軍関係者が支援を行わせていただきました。

厚木基地より189機の米軍機が参加いたしました。

　その他、基地内イベントも行っています。例年春祭

り・盆踊り・来年はアメリカンフットボールの大会をイベ

ントとして計画しています。７月２１日ですので是非皆様

とお会いできればと思います。厚木基地にとって大和

市は非常に重要な隣人・友人だと考えています、毎年

賀詞交歓会には出席させていたただいており、阿波踊

りでは皆様と一緒に踊っております。月一回大和駅の

清掃や基地内の小学校と大和市の中央林間小学校・

南林間小学校と文化交流を行っております。ＦＭやま

とでは第３木曜日に１時間、基地の情報を流しており

ます。また、大和市内小中学校の卒業式・入学式には

飛行自粛を行っています。

　私はこの地元コミュニティーの中で成り立っている

と思っています。今お話した以外にも様々な奉仕活動

を行っております。ビーチの清掃・フェンスラインの清

掃、小学校の英語学習支援等を行っております。藤沢

市の養護施設では定期的に清掃や建物のメンテナン

ス、クリスマスギフトのお届け等も行っています。その

他にもたくさんの方々からご支援をいただいておりま

す。厚木日米友好協会にご支援いただくと共に皆様の

ようなロータリークラブの方々、そして商工会議所の

方々 との交流を持って共生して行きたいと思います。

　最後にロータリークラブと米軍は共通の目的を持っ

ていると信じています。平和でより良い世界構築への

貢献と考えております、これからも皆様地元のビジネス

リーダーと伴に平和な世界への構築の貢献を行って

まいりたいと思います。本日はありがとうございまし

た。

通訳：厚木航空施設渉外部長　高倉雅子 様

ロイド Ｂ. マック大佐卓話
米海軍厚木航空施設
司令官
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伊藤彦二副委員長

と思うばかりです。

　７年目を迎えた３.１１のお話でした。

　そして、震災があった後すぐに米軍の空母ロナルドレー

ガン他、沢山の軍人が駆けつけ人命救助にあたっていた

だきました。今日は厚木航空司令官のロイド・マックさんを

お迎えしておりますので、あらためてお礼を申し上げたい

と思います。

　私は、厚木基地司令官です。今私は週２回日本語を

習っていますので次回お招き頂いた時はもう少し日本

語が上手くなって来れると思います。今日私の為にアメ

リカ国歌を歌って頂き感謝します。本日は誕生日のお

祝いの方、また長くロータリー活動をされている会員の

方おめでとうございます。

　では、スクリーンで先ず私のプロフィールから、そして

米海軍について、厚木基地について、厚木基地の人道

支援について、そして地域交流についてお話します。

　私は１９７０年６月フロリダ州ペンサコラ市で誕生し

ました。３人兄弟の長男です。フロリダ農学機械大学に

て理数系の学士を取得、その後海事軍事大学にて国

家安全戦略研究の修士号を取得しました。若いころは

アメリカンフットボール・コミック本・ボーリング・ゴルフ・

ポーカーゲーム・カラオケが趣味です。１９９７年に妻の

カネッタと結婚し3人の男の子の父です。２０１７年８月に

厚木基地司令官に就任しました。スクリーンでは誕生

の写真や家族、基地就任時、海上自衛隊の餅つきで家

内が着物を着た写真や私の好きなダースベイダーの写

真、少将から大佐の称号を頂いた時の写真等が映され

ました。

　次に、米海軍は１７７５年１０月１３日、２４３年前に設

立されました。司令部は合衆国ワシントンＤＣ国防省の

中に有ります。前職はペンタゴンで部長として働いてい

ました。米海軍の現在の力は運用可能な艦艇は２８０

隻、その後議会で３５０超の決儀がされました。運用機

体は３７００以上、人員は３０万人を超え、士官５万４千

人、下士官２６万人、民間人２７万人弱、待機要員９万９

千人です。

　厚木基地は１５４万坪、滑走路は南北２.５Km、保持

可能機体数は１１０機、米海軍・海上自衛隊併海上自

衛隊併せて関係者は約８千人、内訳は米海軍軍人

２８００人、家族１５００人、民間人1500人、日本人従業員

約１０００人、海上自衛隊の皆さんが２５００人となって

います。近隣２.５Km半径には２００万人の方がお住ま

いになっています。

　厚木基地の役割は第５空軍航空団及び駐留部隊

の支援です。現在岩国への移駐は行われているが間

もなく完了予定です。Ｃ１２輸送機で物資輸送の拠点

になっています。硫黄島で訓練の際の支援が行われま

す。人道支援では災害救助活動も大きな役割で、地域

交流や海上自衛隊との共同運用で亀島海将補・杉本

海将が常駐していらっしゃいます。

　厚木基地は緊急時の人員と物資輸送の中枢となり

全員集合全員集合
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相原委員

ます。その理由は神奈川県内で唯一固定翼機が離発

着でき、その他の基地からは大変アクセスも良く緊急

時には物資・人員の輸送に大きな役割を果たします。そ

して、有事に備え日本政府・防衛省・南関東北防衛局と

緊密な協力関係に結んでいます、併せて神奈川県警・

消防・自衛隊とも協同訓練・会議を日々 重ねています。

　厚木基地は地元9市と災害覚書を結んでいる。中で

も大和市は大切な市です。太平洋沿岸地域における

津波・台風などの災害への支援を様々な国に行ってい

ます。先程会長が触れていただきましたけれど東日本

大震災の際には「友達作戦」として厚木基地より2万4

千人の米軍関係者が支援を行わせていただきました。

厚木基地より189機の米軍機が参加いたしました。

　その他、基地内イベントも行っています。例年春祭

り・盆踊り・来年はアメリカンフットボールの大会をイベ

ントとして計画しています。７月２１日ですので是非皆様

とお会いできればと思います。厚木基地にとって大和

市は非常に重要な隣人・友人だと考えています、毎年

賀詞交歓会には出席させていたただいており、阿波踊

りでは皆様と一緒に踊っております。月一回大和駅の

清掃や基地内の小学校と大和市の中央林間小学校・

南林間小学校と文化交流を行っております。ＦＭやま

とでは第３木曜日に１時間、基地の情報を流しており

ます。また、大和市内小中学校の卒業式・入学式には

飛行自粛を行っています。

　私はこの地元コミュニティーの中で成り立っている

と思っています。今お話した以外にも様々な奉仕活動

を行っております。ビーチの清掃・フェンスラインの清

掃、小学校の英語学習支援等を行っております。藤沢

市の養護施設では定期的に清掃や建物のメンテナン

ス、クリスマスギフトのお届け等も行っています。その

他にもたくさんの方々からご支援をいただいておりま

す。厚木日米友好協会にご支援いただくと共に皆様の

ようなロータリークラブの方々、そして商工会議所の

方々 との交流を持って共生して行きたいと思います。

　最後にロータリークラブと米軍は共通の目的を持っ

ていると信じています。平和でより良い世界構築への

貢献と考えております、これからも皆様地元のビジネス

リーダーと伴に平和な世界への構築の貢献を行って

まいりたいと思います。本日はありがとうございまし

た。

通訳：厚木航空施設渉外部長　高倉雅子 様

ロイド Ｂ. マック大佐卓話
米海軍厚木航空施設
司令官


