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千葉県隊友会総会が行われる！

４月２３日(火)三井ガーデンホテル千葉において実

施されました。支部から永井支部長と竹原副支部長

が支部代議員として参加、講演会から田尻会員が参

加しました。永井支部長が総会の議長を務めました。

総会終了後、佐藤正久防衛大臣政務官が「私達の守

るべきもの」と題し講演されました。

市川支部総会に２３名参加！

５月１２日、いちげん西船橋店に１８名の会員が参

加して総会が実施され、２５年度市川支部活動計画

（３～4 ページに掲載）が承認されました。

続く懇親会では、特別会員の薗浦衆議院議員、金子

市議会議員、自衛隊千葉協力本部市川募集事務所

長・野沢３佐、同広報官・早川１曹、市川市防災官

の平賀氏（元陸自１８連隊長）のご参加を得て、交

流を深めることができました。

最高齢・櫻井会員（８３歳）のスピーチ（右）

市川市高円寺の藤
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会員の皆様からの励ましと近況紹介！

会活動へのご意見、近況を連絡いただきました皆様、

ありがとうございました。支部活動の励みにもなり

ますので、皆様にも紹介させていただきます。

花輪会員（写真）より、支部活

動に活用と、２万円の寄付をい

ただきました。

支部活動に有意義に使わせて

いただきます。ありがとうござ

いました。

   （花輪会員・８１歳・陸）

・老齢、多病のため参加しかねます。祈御発展

（８３歳・陸）

・何時もご苦労様です。近況のことで一筆。３２年

前に定年となり、加齢との戦いで頑張って居りま

すが、家内が３年程前より寝こんで介護と家事で

精一杯です。各種協力ができず残念です。皆様に

宜しく伝えて下さい。     （８２歳・陸）

・日頃の活動ご苦労様です。なにぶん当方８０代の

高齢で何のお手伝いもできません。悪しからず。

今後ともよろしくお願いいたします。謝意を表す。

（８０歳・空）

・いつもお世話になります。総会参加させていただ

くつもりでしたが、市川市のボランティア通訳に

行事があり欠席します。今後とも宜しくお願いし

ます。            （７９歳・海）

・老、病を背負い、管理（事故）で頑張ってますが

限界も近いネ。幹事諸兄の活動に敬意を表します。

各種ボランティアへ感謝します。（７８歳・陸）

・体調不全にてお役に立ちませんが、役員の皆様に

は感謝しております。復調しましたらお手伝いを

したいと思います。     （７８歳・陸）

・隊友会のために何か役立つことをと思いながらも

胃癌摘出術後の体調不順に併せ、腰部脊柱官狭窄

症により歩行も儘ならず、不義理を重ね申し訳あ

りません。何度か隊友会の退会を考えたのですが、

退会とともに３３年間、私の半生を自衛官として

勤め上げた、その歴史・満足感も共に失ってしま

うのではないかと、その淋しさが先立ち踏ん張り

がつきません。ご迷惑でしょうが、いま少しの間、

「隊友」の活字を目にさせて戴きたく、よろしく

お願いいたします。      （７７歳・海）

・アンチ・エイジングに腐心しています。県隊友会

ＨＰの野鳥シリーズだけは継続したいと思って

おります。          （７6 歳・空）

・立派な支部だより配布して頂きありがとうござい

ます。皆さん積極的に活動されている様子に敬服

しております。個人的には地域ボランティア活動

等で多忙にしており、諸行事も欠席ばかりで申し

訳ありません。       （７３歳・空）

・過日、下総航空基地にて千葉県海自ＯＢ会の席上

軍事ジャーナリスト井上和彦氏の「自衛隊とメデ

ィア」と題した講話があり、歯に衣着せずぬその

舌鉾にはＴＶ等で見かける以上の印象に残るも

のがありました。       （７０歳・海）

・お忙しい中、隊友会業務をして頂き、何時も感謝

しています。支部だより、メールで見ています。

                （６９歳・陸）

・お世話になります。ありがとうございます。

（６９歳・陸）

・大変お世話になっています。今後とも宜しくお願

いします。         （６９歳・空）

・いつも丁寧な情報提供などありがとうございます。

              （６７歳・空）

・いつもお世話になります。事情があり三重県と千

葉県の生活となっており皆様の活動に参加しづ

らい状況です。宜しくお願いします。

（６７歳・陸）

・体調不良のため、通院中です。いずれも参加でき

ず恐縮いたします。      （６７歳・陸）

・二俣小学校体育館で子供達と剣道で汗を流してい

ます。            （６３歳・陸）

・出来るだけ協力したいと考えております。まだま

だ元気でいたいものです。   （６３歳・海）

・いつも新聞ありがとうございます。（４４歳・陸）

◆病と闘っておられる皆様、心よりお見舞い申し上

げます。同じ釜の飯を食べた仲間です。お手伝い

できることがあればお申し出下さい。これこそ、

隊友会会員の親睦と相互扶助の原点と思います。

◆ボランティアに尽力されている皆様、それぞれの

分野でのご活動に敬意を表します。こちらもまた、

隊友会公益目事業推進の最たるものと思います。

◆多くの皆様から励ましのお言葉を頂き、隊友会市

川支部として、微力ながら皆様のご期待に沿うよ

う活動していきたいと考えておりますので、今後

とも叱咤激励いただきますようお願い申し上げ

ます。           （永井支部長）



3

予備自衛官招集訓練を支援

５月１３日、習志野駐屯地における予備自衛官招集

訓練において、永井支部長が「八甲田雪中行軍から

学ぶ組織の在り方」と題し、講話を実施しました。

支部長は青森第５連隊（旧軍

も同じ５連隊）と弘前３９連

隊（旧軍では３１連隊）に勤

務した経験から、八甲田雪中

行軍に関心をもっており、

本演題は、平成２１年に続き

２回目でした。

毎年、依頼がありますので、

会員の皆様も是非お話し下

さい。

千葉県隊友会ゴルフコンペに参加

千葉県隊友会ゴルフコンペが２３日「丸の内ゴルフ

倶楽部」で行われ、良好な天候に恵まれ、盛況のな

か終了しました。

市川支部は、２名（春日会員、山本会員）の参加で

山武東金との混成チームで参加し、１２組中９位で

した。優勝チームは四街道支部、準優勝：松戸支部、

べスグロ：７５、大会参加者は４７名でした。

ご高齢参加者８２歳でした。  （山本会員）

平成２５度隊友会市川支部活動計画

１ 公益目的事業の推進

（１）防衛・防災意識の普及高揚

・支部主催の防衛・防災講演会を開催し、会員

及び市川市民の防衛への関心の高揚に努め

ることを検討する。

・防衛セミナーへの参加

県本部からの案内を転送し、参加を促進する。

・意見交換の実施

支部総会に自治会等の関係者をお誘いし、地

域住民の防衛に対する関心を高めるよう努

める。

（２）防衛・防災施策等に対する協力・支援

・災害情報協力員制度による自衛隊への協力

引続き、災害情報協力員の確保・維持に努め

る。今年度も１５名の支部会員が登録

市川南

地区

永井 博 北方地区 竹原 照夫

西村 寛之 南大野

地区

山本 昇

菅野地区 相田 哲彦 高橋 勇行

八幡地区 山本 安正 高谷地区 天草 洋

南八幡 野崎 忠義 二俣地区 鍬釣 重三

大洲新田

地区

小野 健 原木地区 太田 肇

鳥山定顯 南行徳 重松 英夫

曽谷地区 山口 康彦   計 １５名

・防災ボランティアへの登録

昨年３名が登録、今年度４名が追加登録、

計７名。

市川南

地区

永井 博 北方地区 竹原 照夫

西村 寛之 高谷地区 天草 洋

大 洲 新

田地区

小野 健 二俣地区 鍬釣 重三

鳥山定顯   計 ７名

・ボランティア人材バンクへの登録

防災ボランティアの他に自衛隊・自治体の防

災訓練への協力、防衛講話、自衛隊員へのカ

ウンセリング等のボランティア事業に参加

意志を有する会員を募る。

・地域防災訓練等への協力

自衛隊、地方自治体、町内会等が行う防災訓

練及び国民保護法関連訓練に機会を求めて

参加（研修）し、また、災害発生時の情報収

集支援等に協力する。

（３）自衛隊の行事・業務への参加・支援

・自衛隊の行事への参加

  松戸駐屯地、下総基地からの招待により支部

から代表を派遣するとともに、近傍駐屯地等丸の内ゴルフ倶楽部
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の行事予定を広報し、参加を促進する。この

際、努めて地域住民の方々をお誘いし、自衛

隊の真の姿を見ていただく事に留意する。

・殉職自衛隊員追悼式への参加

１０月、下志津駐屯地において実施される慰

霊祭に参加する。

（４）地方自治体等が行う行事等への参加・協力

・戦没者慰霊祭への参加・例大祭への協力

８月に千葉県護国神社で行われる戦没者慰

霊祭に参加するとともに、千葉県護国神社の

春秋のご奉仕に積極的に実施する。

・戦没者の慰霊顕彰行事等への参加・協力

弘法寺にある砲兵旅団慰霊碑の清掃支援を

計画する他、昨年度に引き続き、市内にある

慰霊碑の情報を収集する。  

・市川市や自治会・町内会が行う防犯・防災活

動に積極的に参加する。

２ 会活動の活性化

（１）隊友新聞等の配布

・県隊友会の協力費納入に係らず、終身会員に

対しては、千葉だよりと支部だよりを配布し、

実勢力の維持に努める。

・支部だよりの２ケ月に１回発行を継続する。

この際、会員からの投稿を募集する

（２）部隊研修の実施

・県本部主催の航空自衛隊第 44 警戒隊研修に

参加し、警戒部隊の現状についての理解を深

める。この際、努めて多くの町内会等の皆さ

んをお誘いする。後日ご案内します。

（３）ＩＴ化の推進

支部Ｅメール網の拡大を図る。(目標４０名)

３ 会基盤の充実強化

（１）会勢の充実

・年会費・協力費未納会員に対しても支部だよ

りを配布し、定着率の向上を図る。

・個人情報に留意しつつ、努めて支部会員の名

簿を提供し、相互の連絡・交友強化を図る。

（２）財務基盤の改善強化

  終身会員に会運営協力費の納入を依頼する。

４ 会員の福祉厚生及び親睦と相互扶助

（１）各地区担当者をもって年一回、直接お会いし

て、身上把握に努める。

（２）会員の親睦の増進

・ゴルフコンペ（５月２２日終了）

・支部計画

市川市内歴史散策として、行徳寺町めぐりを

実施する。宮本武蔵の書「にらみ達磨絵」や

円山応挙の「幽霊の絵」が一般公開される

１１月１６日（土）を予定する。

５ 支部総会

  2６年も 5 月に西船橋にて予定する。

★支部から皆様への案内は、メールに頼らざるを得

ませんので、ぜひメール網に登録下さい。

支部長アドレス宛にメールを送信下さい。

メールアドレスを FAX いただいても結構です。

連絡先

隊友会市川支部長 永井博

〒272-0033

市川市市川南 3-12-Ｄ-604

ﾒｰﾙ col-nagai@pcid.mfnet.ne.jp

ＦＡＸ 047-324-3415

携帯 090-3334-7159

峯岡山分屯基地：航空自衛隊第 44 警戒隊

千葉県南房総市（旧 千葉県安房郡丸山町）


