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支部忘年会 で絶好調

○ 月８日 小 野ハーフ マラソ
ン支援 支部長以下 名参加
○ 月８日 県 隊友会理 事役会
︵神戸 市 兵庫 県民会館 ︶
事務局長参加
○ 月 日 駐屯地年末行事
︵青野原駐屯地︶事務局長参加
18

︻駐屯地・部隊の近況︼
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東播支部は 月 日︵土︶︑昨
年に引き続いてＪＲ滝野駅前の海
鮮居酒屋﹁ばんしゅう港﹂におい
て恒例の忘年会を行った︒開宴１
時間前に到着する支部員も少なく
なく︑楽しみにしていた会員も︒
石田支部長による活動実績への
労いの後︑西川前副支部長の乾杯
の発声により開宴︒美酒・美味に
舌鼓を打ちつつ︑和気藹々と広が
る話題に︑語り︑笑い︑浸り︒満
喫した時間を過ごした︒
本会にあたり特筆すべきことは
曹友を代表して２名の現職隊員が
参加してくれたことである︒地道
な支部活動ではあるが︑長い年月
を経て︑微かに芽が見えた感がす
る︒帰路︑播州路を賑やかな列車
が走っていたことでしょう︒
令和元年 お疲れさまでした︒
記 支部事務局

令和元年の活動実績への謝意を
述べる石田支部長（左）と進行
役の事務局長（右）

14

○ ９月 日 三 木市総合 防災訓
練参加 倒壊家 屋からの 救助
等︵三木 市運動 総合公園 ︶
３３８高射中隊
○ 月 ６日 中部 方面隊創 隊
周年記念 行事︵ 伊丹駐屯 地︶
群長以下 名︑車 両 両が参
加︒︵観 閲式︑ 観閲行進 ︑訓
練展示︶
○ 月８日〜 日 就業体験
﹁ トライや る ウ ィーク﹂ 支援
訓練体験︵加東市 各中学校︶
○ 月 日〜 日 台風 号に
係る災害 派遣 栃木市 入浴
支援︶３ ０２高 射直接支 援中
隊
○ 月 日〜 日 就業体験
﹁ トライや る・ウ ィーク﹂ 支援
訓練体験︵三木市 各中学校︶
○ 月 日 河合小学校 区地域
教育防災 訓練 救出活動 ︑市
民に対す る土の う作成指 導等
︵小野市︶３３６高射中隊
○ 月 日〜 日 野 外行動訓
練検閲受閲 ３４０高射中隊
記 支部事務局
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東播支部だより
活動 を推進 する等変 化して いま
す︒また︑Ｇ や即位の礼といっ
た国 家行事 運営に隊 友会会 員が
活用 され︑ 当支部か らも数 名の
方が参加・活躍されました︒
東 播支部 としては ︑今年 も自
衛隊 諸活動 への協力 ・支援 と会
員相 互の親 睦に引き 続き努 力し
てま いりま す︒その 中で︑ 特に
会勢 充実の ために定 年を迎 えら
れる 方への 声掛けを 頂くと とも
に︑ 支部諸 活動が更 に会員 ・現
職隊 員と家 族の親睦 を深め られ
るよ う充実 させるた めに皆 様の
ご支 援ご協 力をお願 いいた しま
す︒
本 年が穏 やかで災 害の少 ない
年と なるこ とと︑会 員の皆 様が
ご家 族を含 め充実し た良い 年を
お過 ごしに なられる ことを 祈念
申し 上げ新 年の挨拶 といた しま
す︒
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石田 真一

︻支部の事業実績︼
20

20

○ 月 日 支 部理事役会 ︵青
野 原駐屯地 ︶ 支部 長以下
名︑現職隊員１名参加
○ 月 日 支 部忘年会︵ 加東
市 )支部長以下 名︑現職隊
員２名参加
23

新年のご挨拶

新 年明け ましてお めでと うご
ざい ます︒ 会員の皆 様は令 和と
なっ て初め てのお正 月を新 たな
思い をもっ て迎えら れたこ とと
お慶び申し上げます︒
昨 年は﹁ 令和﹂の 幕開け の年
であ り︑ご 即位に伴 う諸行 事は
日本 の伝統 と国の力 を感じ る素
晴ら しいも のでした ︒また ︑ア
ジア 初のラ グビーワ ールド カッ
プで は日本 チームが 初のベ スト
８の 進出の 快挙をな しとげ ると
とも に素晴 らしい大 会運営 で成
功裏 に大会 を終え︑ 選手や 大会
にか かわら れた方の 残され た成
果が 素晴ら しく︑日 本に暮 らす
幸せ や誇り さえ感じ させて いた
だき ました ︒防衛に 関して は新
防衛 大綱﹁ 退職自衛 官の活 用﹂
が明 記され ︑隊友会 も家族 支援
11

東播支部長
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段取りも万全の借用農地

第８回東播支部収穫祭 ︵加東市︶

東播支部 は令和 元年 月 日
始めた当初は細々とし︑中止を
︵日︶ ︑今年で 第８回 目となる 検討し た時期 もありま した︒ 本
恒例の 収穫祭を 加東市 河高交流 日の盛 り上が りに触れ て感慨 深
センタ ー横の借 用農地 において い隊友もいるのでは・・・
実施し た︒５月 に苗の 植え付け
に始ま り︑支部 員が機 会ある度 縁の下に徹する支部員
にコツ コツと丹 精凝ら して半年
例年の 如く ︑支部 員は裏 方に
に亘っ て育てた サツマ イモ︒絶 徹し︑ 子ども達 の貴重な 体験の
好の秋 晴れの下 ︑子ど も達の大 お膳立 て︒大き なサツマ イモを
きな歓 声が響き 渡り︑ 隊友と現 手にし て満面の 笑みを見 せる子
職隊員 ・家族の 交流を 一層深め ども達 の姿に満 足︒事前 の蔓除
去から 収穫後の 整地まで の一連
ることができた︒
の作業 も整斉と 行うこと ができ
過去最大の参加者数 長年の実り た︒来 年の更な る参加者 の倍増
朝 ９時 の掘り 起こし 開始 に合 を期待 しつつ︑ 名実とも に重い
わ せ︑ベ ビーカー を押した り︑ 実りを手にして家路に就いた︒
記
支部事務局
子 どもの 手を引い たりして 参加
し て来る お父さん ・お母さ ん︒
手 袋・長 靴を着用 しての準 備万
端 の子ど も達が次 々と集ま って
来 る︒準 備を終え た支部員 も気
合 いが入る︒ 台風 号に 伴う災
害 派遣で 参加出来 なくなっ た隊
員 ・家族 もいる中 ︑隊友会 員・
家 族 名及び現 職隊員・家 族
世 帯 名の参加 があり︑総 勢
名となりました︒
本行事は︑場所︑作物の種類 ︑
要 領等が 変化しな がらも続 いて
き ました ︒隊員の 留守家族 支援
を 前提と して平素 からの絆 を狙
いにして始めたものです ︒
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収穫祭 参加隊員からの寄稿 隊友 から の寄稿 ：
﹁ 即位 礼正殿 の儀 ﹂支援

隊友会 の芋掘 り行事 に今年 初
業務に参加して ①
めて︑娘 を二人連れ て参加し ま
した︒今 年は参加家 族が増え て
令和 元年 月 日︑即位 礼正
いるらしく︑ 家 族程が参加 し 殿の 儀が厳 かに執り 行われ まし
ていました︒
た︒ ＪＴＢ から隊友 会に各 国要
小学生 の娘は少し 慣れた手 つ 人の 宿泊ホテル ヵ所の駐 車場
きで芋を 掘り返して ︑末っ子 の 管理 ︑出入 管理︑車 列調整 等の
娘は土を 掘るのに悪 戦苦闘し て
業
務委 嘱を受け︑ 月 日 から
いたため ︑隊友会の 方に鍬で 掘
日まで業務に従事しました︒
り起こし て頂き︑芋 を傷つけ な
私 は︑京 王プラザ ホテル にお
いように丁寧に取っていました︒ いて 要人が 部屋を出 てロビ ーに
採れた 芋は参加家 族で分け 合 到着 する２ 〜３分前 に移送 用の
い︑我が 家は帰って 早速︑焼 き 車列 がホテ ル玄関前 に到着 する
芋をして 美味しく頂 きました ︒ よう ドライ バーに指 示を出 す業
娘たちは 来年も参加 したいと 話 務を 任され ︑緊張感 が漂う 中で
していま す︒ありが とうござ い 任務 を全う すること ができ まし
ました︒ 第三０八高 射搬送中 隊
た
︒
藤田 琢也
当 ホテル には︑ラ グビー の南
アフ リカ選 手団や国 外の一 般ツ
アー 客の宿 泊者も多 く︑日 本に
いる 雰囲気 からかけ 離れた 日常
を感じる中で︑外務省職員の方々
が淡 々と業 務をこな してい く姿
にただただ感心させられました︒
今回 の支 援業務 は︑ 私が二 度
と体 験でき ない国家 行事の 一翼
を担 うこと が出来た こと︑ 貴重
な業 務であ り失敗が 許され ない
緊張 感の中 で何とか 任務を 全う
する ことが 出来たこ とは至 上の
喜びとなりました︒
この 支援業 務にお いて︑ 日
の説明会時に宿泊ホテルが指定 さ
30

寄稿者の娘さん二人（左・中）

収穫 祭に係 る終 始に亘 りご 尽
力頂い た黒川 理事役︑ 池田理 事
役︑駐 屯地曹 友会長の 空中氏 に
感謝申し上げます︒
記 支部事務局
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支援内容は各国三両︵警察車︑
れ︑順路 を聞い たところ ︑地下 謝しつ つ︑思 い出とい う大き な
鉄の移動 が便利 であると 言われ お土産を頂いたように思います︒ 貴賓車︑随伴車︶︑計 両をホ
ましたが ︑事情 があり路 面を移
今回 の業務 は現職時 代に培 っ テルの駐車場で車列を形成し︑
動すると 回答し たところ ︑大き た経験 が非常 に役立っ たと感 じ 出発体制をとるものです︒
若かりし現役時代の夜間にお
な声で笑 われま した︒当 支部か ていま す︒現 職自衛官 の皆様 も
ら参加さ れた山 岡理事が 同行し 一生懸 命・誠 実に職務 を全う す ける野外行動訓練で培ったＩＰ
てくれる ことと なり︑慣 れない る強い 意志を 養うこと で今後 の 通過に比べると︑他愛のないも
東京の街 を案内 してホテ ルの場 あらゆ る仕事 に対応し ていけ る のでした︒とはいえ︑出発時間
所を確認 して帰 路につき ました のでは と思い ます︒取 り留め の に遅滞の無いように他県隊友会
が︑支援 業務出 発の前日 に前泊 ない内 容にな りました が︑最 後 の三名と協力して無事に任務を
ホテルと 宿泊ホ テルの変 更の連 に初日 の業務 の手際良 さから 食 終えることができ︑担当の外務
絡を頂き ︑特に 前泊は帝 国ホテ 事会を 開いて くれたこ と︑最 終 省︑ＪＴＢの担当者から慰労の
ル 階に宿泊 し︑落ち 着かない 日には お褒め の言葉を 頂き︑ 任 言葉を頂きました︒
隊友会本部は今後も事業斡旋
夜を過ごしました︒
務達成 の満足 感を感じ つつ帰 路
を積極的に実施するとのことで
一日の 支援業 務を終え て宿泊 に就きました︒
した︒支部会員の皆様にも機会
ホテルに 戻りコ インラン ドリー
記 理事役 竹田忠行
があれば参加することをお勧め
での洗濯 中︑喫 煙室で外 を眺め
隊 友 から の 寄稿 ：
するところです︒
ながら煙 草を吸 っている と︑女
﹁ 即位 礼 正殿 の 儀﹂ 支 援
記 県顧問・理事役 大山保
性に﹁男 が一人 煙草を吸 ってい
業務に参加して ②
ると寂し く侘し いね﹂と 声を掛
救命処置の基礎 入(浴︶
けられ︑ どちら から来ら れたの
令和元年 月 日から 日 の
か聞いた ところ ︑北海道 の名寄 間︑即 位の礼 関連の事 業に支 部
突然︑心臓や呼吸が止まって
から二泊 三日の ツアーに 参加し から三 名が参 加した︒ 勤務内 容
明日帰り ますと 言われ︑ 自衛官 は︑都 内約 ヵ所の ホテルに 宿 し まう人 を救う ために は︑ そ
時代の北 海道勤 務が懐か しく︑ 泊され た国家 行事に招 待を受 け ば に居合 わせた 人︵住 民︶ が
﹁私も自 衛官で 勤務した ことが た１８ ６ヵ国 の元首等 が皇居 で 救命をすることが大事です︒
心停止 を起こ しやす い特 殊
あるんで すよ︒ 息子も千 歳で四 の儀式 ︑首相 主催の晩 餐会に 参
年勤務し たこと があり︑ 小・中 加され る各国 が︑外務 省の計 画 な状況︵お風呂での心停止︶
家庭に おいて ︑お風 呂は 心
学は名寄 で︑高 校は札幌 で﹂と した時 間に皇 居︑迎賓 館に整 斉
次から次 へと機 関銃のご とく話 と到着 出来る ように各 ホテル の 停 止が起 きやす い場所 です ︒
をして︑ 気が付 いた時に は深夜 駐車場 で車列 を整え定 刻に出 発 特 に︑冬 季に居 間と脱 衣所 や
浴 室との 寒暖差 が大き いと ︑
一時半を回っていました︒
で
き
る
よ
う
準
備
を
促
し
ま
す
︒
広い日 本で緊 張感のあ る業務
血 圧が大 きく変 動して 脳卒 中
私
が
担
当
し
た
の
は
エ
チ
オ
ピ
ア
や 心筋梗 塞を起 こしや すく な
に携わる 中で︑ 昔勤務し ていた
を
は
じ
め
と
す
る
ア
フ
リ
カ
ヵ
国
ります︒
土地の方 との偶 然の出会 いに感 でした︒
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また︑熱いお湯に長時間つかると︑
血圧が低下したり︑体の水分が失わ
れたりするために︑このような病気
が起こるリスクが高まります︒病気
そのものは軽いものであったりして
も︑気を失ったり︑体を支えきれな
くなったために浴槽内のお湯に沈ん
で溺れたり︑家族が気づくまでに時
間がかかったりして重症化してしま
うのです︒
入浴に際して︑脱衣所や浴室を暖
かくしておく︑熱いお湯に長時間つ
からない︑飲酒後に入浴しない︑入
浴の前には水分を摂るなどの予防策
をとってください︒
﹁応急手当講習テキスト 救急車
がくるまでに﹂抜粋

編 集 後 記

本号の発行に際して︑国家的事業
の支援に従事された支部隊友から２
件︑そして収穫祭に参加して頂いた
現職隊員からの投稿を頂きました︒
記事全てが参考になり︑感謝申し上
げます︒
本年はオリンピックの年︒昭和の
東京大会以上に日の丸が掲揚される
のを今から楽しみにし︑毎日︑新聞
スポーツ欄を隅々まで見ていること
と思います︒本紙もお忘れなく︑記
事の充実にご協力をお願いします︒

加古川市野口町北野一二一七ー九二
aiken-reo2-24@bb.banban.jp
鳴瀬 茂樹

