第 回定期総会 ３年振りに
「集合して行う会議」により議決
18

防衛講演会

表彰状受賞

東京都防衛協会相談役
おめでとう
である参議院議員宇都隆
ございます
史氏により「ウクライナ
東京都防衛協会では今
東京都防衛協会 （会長 佃 和夫）は５月 日
年度 名の正会員の方が
午後グ ランドヒル市ヶ谷におい て第 回 定期総会
表彰された。総会におい
及 び総会 承認後の 臨時理 事会並び に表彰 式を３年
て表彰状授与式を行なわ
ぶりに「集合しての会議」形式で開催した。
れ、佃会長から一人ひと
そ の後、 参議院議 員宇都 隆史氏に より防 衛講演会
り
に表彰状が授与された。
が行われた 。
その後、出席者は佃会長
及び武内理事長と共に記
②第２号議案 同 収
条により構成員の過半
念写真撮影を行った。
支決算書
数を超えている事で会議
③第３号議案 令和４ 成立し、採決が行われた 。戦争に学ぶ日本のサバイ 石塚裕美様（北区）
年度事業計画（案） その結果、賛成多数で全 バル戦略」を演題に防衛 亀田宏司様（新宿区）
④第４号議案 同 収 ての議案は原案通り可決 講演会を行った。①ＷＷ 川島章夫様（昭島市）
支予算書（案）
され、第３号議案、第４ Ⅱ以降の国際平和維持の 荒井祥夫様（昭島市）
⑤第５号議案 役員人 号議案及び第５号議案の 前提の崩壊 ②ウクライ 東 一良様（昭島市）
事（案）
ナ戦争から得られる戦訓 榎本政光様（立川市）
（案）は削除された。
総会
の５議案に対して参加し 臨時理事会
③日本がとるべき外交上 若松光保様（立川市）
た正会員（議決権を有す
引き続き総会承認後の のサバイバル戦略 ④日 松本章寛様（立川市）
る地区協会の代表及び推 臨時理事会が開催され、 本がとるべき防衛上のサ 大垣克江様（立川市）
薦会員）をもって審議し、理事長が議長に選出され 、バイバル戦略に関する項 髙橋広一様
（東久留米市）
議決権者合計 名（地区 総会で承認された副会長・ 目で１時間以上に渡る講
協会代表は出席者 名、 理事長・常任理事の役員 演であった。９０名余り 柳 信子様（武蔵野市）
委任 名、推薦会員は出 人事（案）が審議された 。の聴衆からは分かり易い 八木下輝一様
（八王子市）
席者 名、委任 名）の その結果、賛成多数によ 内容と丁寧な語り口に感
中 、 会 議 参 加 者 等 名 り議案は原案通り可決さ 嘆の声と惜しみない拍手 山本保夫様
（過半数 名）で規約第 れ、（案）は削除された 。が講師に送られ終了した。 （あきる野市秋川地区）
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参議院議員宇都隆史相談役
による防衛講演会

18

防衛省・自衛隊
山﨑 武様
（あきる野五日市）のホットな情報
久保富弘様（青梅市）
青木 修様（奥多摩町）
太田泰之様（福生市） 東京都防衛協会では防
清水和枝様（福生市） 衛 省 本 省 並 び に 自 衛 隊
の部隊及び機関におけ
るホットな話題につい
て本コーナーでＱＲコー
ド及びＵＲＬを使って
紹介し、気軽にアクセ
ス出来るようにしてま
す。ご活用下さいます
ようお願い致します。
○陸上幕僚監部
令和４年度総火演
東京都防衛協会
事務局

授与式に出席した受賞者
佃会長と一緒に記念撮影

で日本 人は 「矜 持」 と 平和や 矜持 とい った 概 ばな りませ んが 、依 然
いうも のを 置き 去り に 念のみ なら ず、 憲法 等 とし て高等 学校 の日 本
してきてしまいました 。につい ても 部分 的で よ 史教 科書の ほと んど が
こ う い っ た平 和 の 意 い の で 具 体 的 に 中 高 生 以 前 の ま ま で す 。 言 葉
味や日 本人 とし ての 矜 に教え るの もよ いか も （日 本語） につ いて も ○防衛研究所
然り です。 英語 教育 は ウクライナ戦争
持など は、 まさ に小 中 しれません。
例え ば前 文「 平和 を 勿論 大切で すが 、ま ず
高生の 頃か ら教 育を 通
して理 解さ せて 身に 着 愛する 諸国 民の 公正 と は日 本語を 、そ して 日
けさせるべきものです 。信義を 信頼 して 我ら の 本語による読解力をしっ
安全と 生存 を保 持し よ かり 身に着 けさ せる こ
うと決意した」ですが 、とが優先だと思います。
世界に は公 正と 信義 を 日本 の言葉 、歴 史、 文
信頼で きな い国 々が あ 化の 素晴ら しさ や理 解
東アジア戦略概観
ること を教 えな けれ ば を説 き、若 者た ちが 自
なりま せん 。国 家が 成 国に 対する 誇り が持 て
立 す る た め の ３ 要 素 るよ うにす るこ とが 肝
「領土 、国 民、 主権 」 要だ と思い ます 。ス イ
につい て理 解を 深め さ スで は永世 中立 国で あ
せて、 領土 に対 する 意 るに もかか わら ず国 防
識を高 め、 主権 の意 味 軍を 持ち、 万一 に備 え
○第１師団
を考え させ るこ とも 教 てい ます。 そし て国 民
育の大 事な 役割 だと 思 は自 国を愛 し、 誇り に 頭号師団 第１師団
います 。歴 史教 育に つ 思い 、兵隊 さん たち は
いて言 えば 、特 に近 現 国民 から尊 敬さ れて い
代史で すが 、自 虐的 史 ます 。一方 、日 本は ど
観から 脱却 すべ く記 述 うでしょうか。
内容を 真実 に基 づい た
教 育の責 任は 重大 で
正しい もの に改 定せ ね す。

新宿区防衛協会会員
タカハタプレシジョン株式会社
代表取締役社長

和和和和夫夫夫夫

会会会会 長長長長 中中中中野野野野義義義義弘弘弘弘

理理理理事事事事 長長長長 武武武武内内内内誠誠誠誠 一一一一

副副副副会会会会 長長長長 川川川川元元元元賢賢賢賢 一一一一郎郎郎郎

副副副副会会会会 長長長長 山山山山 田田田田忠忠忠忠昭昭昭昭

副副副副会会会会 長長長長 金金金金澤澤澤澤博博博博範範範範

副副副副会会会会 長長長長 川川川川本本本本裕裕裕裕康康康康

副副副副会会会会 長長長長 高高高高綱綱綱綱直直直直良良良良

副副副副会会会会 長長長長 浅浅浅浅野野野野敏敏敏敏雄雄雄雄

会会会会 長長長長 佃佃佃佃

暑中お見舞い申し上げます

東東東東京京京京都都都都防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会

昭昭昭昭島島島島市市市市防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会

ああああききききるるるる野野野野市市市市秋秋秋秋川川川川地地地地区区区区防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会会会会会 長長長長 山山山山 口口口口幸幸幸幸 男男男男

檜檜檜檜 原原原原村村村村防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会

日日日日 のののの出出出出 町町町町防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会

日日日日野野野野市市市市防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会

東東東東大大大大和和和和市市市市防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会

東東東東村村村村山山山山市市市市防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会

東東東東久久久久留留留留米米米米市市市市防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会

羽羽羽羽村村村村市市市市防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会

八八八八 王王王王子子子子市市市市防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会

練練練練 馬馬馬馬区区区区防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会

西西西西東東東東京京京京市市市市防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会

新新新新島島島島村村村村防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会

豊豊豊豊島島島島 区区区区防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会

千千千千代代代代 田田田田 ・・・・中中中中央央央央防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会

立立立立川川川川市市市市防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会

世世世世 田田田田谷谷谷谷区区区区防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会

杉杉杉杉並並並並区区区区防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会

新新新新宿宿宿宿 区区区区防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会

渋渋渋渋谷谷谷谷区区区区防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会

品品品品川川川川区区区区防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会

自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊荒荒荒荒川川川川区区区区協協協協 力力力力会会会会

狛狛狛狛江江江江市市市市防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会

小小小小 平平平平市市市市防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会

国国国国立立立立市市市市防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会

北北北北区区区区防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会

奥奥奥奥多多多多摩摩摩摩 町町町町防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会

青青青青梅梅梅梅市市市市防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会

江江江江戸戸戸戸川川川川区区区区防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会

板板板板橋橋橋橋 区区区区防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会

会会会会 長長長長 高高高高水水水水永永永永雄雄雄雄

会会会会 長長長長

会会会会 長長長長 清清清清水水水水久久久久 巳巳巳巳

会会会会 長長長長 嶋嶋嶋嶋﨑﨑﨑﨑

会会会会 長長長長 梅梅梅梅 田田田田俊俊俊俊幸幸幸幸

会会会会 長長長長 内内内内 直直直直樹樹樹樹

会会会会 長長長長 倉倉倉倉林林林林 辰辰辰辰雄雄雄雄

会会会会 長長長長 佐佐佐佐藤藤藤藤嘉嘉嘉嘉 正正正正

会会会会 長長長長 濱濱濱濱中中中中俊俊俊俊 男男男男

会会会会 長長長長 森森森森上上上上秀秀秀秀 男男男男

会会会会 長長長長 上上上上野野野野博博博博 己己己己

会会会会 長長長長 山山山山 田田田田忠忠忠忠昭昭昭昭

会会会会 長長長長 前前前前 田田田田靖靖靖靖男男男男

会会会会 長長長長 吉吉吉吉村村村村 辰辰辰辰明明明明

会会会会 長長長長 柿柿柿柿﨑﨑﨑﨑裕裕裕裕治治治治

会会会会 長長長長

会会会会 長長長長 島島島島 田田田田益益益益吉吉吉吉

会会会会 長長長長 川川川川元元元元賢賢賢賢 一一一一郎郎郎郎

会会会会 長長長長 大大大大家家家家章章章章嘉嘉嘉嘉

会会会会 長長長長 近近近近藤藤藤藤彰彰彰彰敏敏敏敏

会会会会 長長長長 鈴鈴鈴鈴木木木木征征征征雄雄雄雄

会会会会 長長長長 片片片片岡岡岡岡正正正正光光光光

会会会会 長長長長 栗栗栗栗山山山山欽欽欽欽行行行行

会会会会 長長長長 永永永永 田田田田政政政政弘弘弘弘

会会会会 長長長長 佐佐佐佐伯伯伯伯 寛寛寛寛

会会会会 長長長長 小小小小俣俣俣俣雅雅雅雅宏宏宏宏

会会会会 長長長長 青青青青木木木木

会会会会 長長長長

会会会会 長長長長

石石石石川川川川 清清清清

石石石石 田田田田 健健健健

会会会会 長長長長 瀬瀬瀬瀬 尾尾尾尾正正正正弘弘弘弘

ああああききききるるるる野野野野市市市市 五五五五日日日日市市市市防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会 会会会会 長長長長 青青青青木木木木 豊豊豊豊

福福福福生生生生市市市市防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会

会会会会 長長長長 金金金金井井井井富富富富雄雄雄雄

武武武武蔵蔵蔵蔵村村村村山山山山市市市市防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会

武武武武蔵蔵蔵蔵野野野野市市市市防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会

会会会会 長長長長 小小小小野野野野瀬瀬瀬瀬康康康康裕裕裕裕

会会会会 長長長長 高高高高山山山山晃晃晃晃 一一一一

会会会会 長長長長 島島島島崎崎崎崎義義義義 司司司司

田田田田村村村村利利利利光光光光

明明明明

石石石石川川川川 進進進進

修修修修

三三三三鷹鷹鷹鷹市市市市防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会

瑞瑞瑞瑞穂穂穂穂 町町町町防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会

目目目目黒黒黒黒区区区区防防防防衛衛衛衛協協協協会会会会

2
2
0
2

歳 か ら 選 挙権 を 持 ち
ます。 教育 を通 して こ
れから 日本 を背 負っ て
いく若 者た ちを 正し く
導け ば 、 年後 に は 大
きなうねりとなるでしょ
う。国 民の 意識 改革 の
ために 教育 を見 直す 必
要があ ると 思い ます 。

山本康雄

「国 防 と 教 育」

教育の大 事な 役 割を 再 ばそれ でよ いと いう の
認識し、 国政 に 訴え て が我々 の望 む平 和な の
いかねば なら な いと い でしょ うか 。ま た日 米
う思いを強くしました 。同盟に 関し ても 他力 本
昨今、 ウク ラ イナ 情 願的な 考え が多 くの 国
勢に関す る識 者 たち の 民を支 配し てい るよ う
発言の中 に違 和 感を 覚 に思い ます 。勿 論同 盟
えざるを 得な い もの が は大事 です 。し かし 、
散見され ます 。 平和 を 基本は 「自 分の 身 （自

23

国）は 自分 （自 国） で
守る」 です 。平 和は 人
から与 えら れる もの で
はなく 、自 ら手 に入 れ
るもの です 。そ のた め
に戦う こと は悪 いこ と
なので しょ うか 。戦 後
の米国 主導 のＷ ＧＩ Ｐ
が見事 に浸 透し たお 蔭

https://www.mod.go.jp/
gsdf/event/fire_power/
index.html

総会での佃会長のご挨拶
（グランドヒル市ヶ谷 瑠璃の間）

総会は国家吹奏、物故
会員・殉職隊員に対する
黙祷の後、佃会長の挨拶
に引き続き狛江市防衛協
会会長であり東京都防衛
協会常任理事の栗山欽行
氏を議長に選出して理事
会で決議された審議案件
①第１号議案 令和３
年度事業報告

第２５号〈令和４年（２０２２年）７月１日〉

〒162-0844
東京都新宿区市谷八幡町１３番地
東京洋服会館９階
TEL:03-6280-8427
FAX:03-6280-8428
e-mail:info@tda.tokyo
HP:www.tda.tokyo

11 11

防衛サロン

願う気持 ちは 私 にも あ
ります。 しか し 「平 和
のためであれば降伏を」
という考 えは 如 何な も
のか。平 和の 意 味を 考
えたとき 、生 き てさ え
いればそ れで い いの で
しょうか 。自 由 が無 く
ても生き てさ え いれ れ

10

http://www.nids.mod.go.
jp/publication/east-as
ian/supplement_1.html

http://www.nids.mod.go.
jp/publication/east-as
ian/j2022.html

https://www.mod.go.
jp/gsdf/eae/1d/inde
x.html
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先日 （４月 末日 ）都
庁前にあ る平 和祈 念展
示資料館 を訪 れ、 特攻
を目前に 控え た特 攻隊
員たちの 家族 に宛 てた
手紙や手 記を 拝読 しま
した。目 を潤 ませ ずに
はいられませんでした。
それと同 時に 「我 々は
日本人と して 何か 大切
なものを 忘れ ては いま
いか？過 去に 置き 去り
にして来てはいまいか？」
という思 いが こみ 上げ
て参りま した 。そ れは
何なのか 突き 詰め て考
えていくうちに「教育」
というテ ーマ に行 きつ
きました 。我 々国 民は
防衛 （国 防） にお ける

18

東京都防衛協会会報

○ 東 京 都 防衛 協 会 は 、区 市 町 村 の民 間 の 有 志 で 構 成
され て い る 地区 協 会 を 中心 に 、 昭 和4 1 年 ３ 月に 結
成された任意の団体です。
○ 「 自 分 の国 は 自 分 で守 る 」 の 気概 を も っ て 、 広 く
都 民 の 間に 防 衛 意 識の 普 及 高 揚を 図 る と と も に 自
衛 隊 を 激励 支 援 し てそ の 充 実 発展 に 寄 与 す る よ う
な広範な活動を続けています。

発行所 東京都防衛協会

後にご来場の都民・県民
の皆様、引き続き自衛隊
の行動に関するご理解ご
協力をお願いします。加
えて、普段自衛隊とは中々
接することのない市民の
皆様に我が国防衛や自衛
隊の現状について啓発し
ていただければと思って
います」と式辞を述べた。
小池東京都知事は「首
都東京、都民・国民の生
命と財産を守るため、兒
玉師団長の指揮の下、強
い責任感と使命感をもっ
て任務に精励されること
を心から期待いたします」
と祝辞を述べた。

東京地本コーナー

完遂するぞ！」との掛声に、
全隊員が勇ましく声を響か協賛広告有難うございます！
せ出陣式を終了した。
年度の達磨には、我が東 東京地本は、今後も全隊
京地本全員で目指す方向 員が一丸となって職務に邁
性として『目標任務完遂』、 進していくとしている。
東京地本の目標達成のあ
新規企業主等に
るべき姿勢として『変化
対する援護広報
への適応、誇りと絆』を
祈願した。今年度も様々 自衛隊東京地方協力本部
な変化に適合しながら各 （本部長 山下陸将補）は
種業務を遂行していく所 ３月１５日、新規企業主等
存である。ともに誇りと ８社１６名に対し、自衛隊
絆をもって邁進していこ の魅力及び援護業務につい
う」と述べた。
ての理解の促進を図り、新
規の求人の獲得に寄与する
ため、練馬駐屯地において
援護広報を実施した。
当日は、史料館、整備工
場、補給倉庫及び自動車訓
練場の見学を実施し、それ
ぞれの場所で熱心に質問す
る等興味深い様子であった。
締めを飾る「鬨の声」 また、定年を１～２年後に
は本部長より指名された 控えた隊員との懇談の場で
東京地本付 藤井２佐の は、企業側からは「再就職
「変化に適応し、誇りと にあたって譲れない条件は
絆をもって、目標任務を 何か」、隊員側からは「ど
のような資格を持っていれ
導弾が命中し爆発する等 ばいいのか」「女性の採用
の痛ましいシーンが連日
流れている。戦況は長期
戦の様相を呈している。
ジョー・バイデン ア
メリカ大統領が我が国を
訪問し岸田首相は防衛費
増額を明言した。世界各
国とも防衛力増強に邁進
する事になるであろう。 について」等の質問があが
国民の自衛隊に対する期 るなど、活発な意見交換が
待は更に高まる事と思う。 行われた。懇談後、定年を
控えた隊員からは「再就職
に向け大変有意義だった」
との声が聞かれ、企業の方
にとっても自衛官の持って
いる能力や再就職における
条件を把握することができ、
就職援護に対し理解を深め
ている様子だった。
援護課は、求人の量の確
保のため、今後も定期的な
援護広報を実施し、新規企
業を開拓するとともに求人
の質の向上も図っていくと
している。
東京地方協力本部
渉外広報室
この為、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止に
留意しながらにはなるが、
自衛隊への理解・協力の
更なる深化のため、積極
的に活動する方針である。
会長 濱中俊男

新規の事業主様に対する
援護広報

1

隊の特性を活かした動的
展示と静的展示による部
隊紹介を行った。特に注
目を浴びたのは今年度よ 令和４年度
り新編された第 偵察戦 東京地本出陣式
闘大隊の 式機動戦闘車 自衛隊東京地方協力本
の迫力ある性能展示であ 部（本部長 山下陸将補）
り来場者のどよめきと大 は４月２１日、すべての
きな拍手がわき起こった。 任務必成の気構えを醸成
装備品展示では、各種 することを目的として、
装備品がどの様に機能を 出陣式を実施した。
初めに、令和３年度、
発揮するかについて、来
場者に分かりやすく理解 東京地本を見守ってくれ
して頂く為、装備品の動 た達磨に、１年間の感謝
的な展示をツアー形式で を込めて本部長が目入れ
行った。間近で動く装備 を行った。続いて新たな
品を見て、来場者からは 達磨には、各課室長、各
「初めて近くで動いてい 地区隊長、副本部長、来
るのを見て感動しました。 賓、本部長が一筆ずつ目
迫力があって格好良いで 入れを実施し左目を完成
す」等の感想があった。 させた。目入れ後、来賓
また、装輪車体験試乗 を代表して東京地本募集
や自衛隊体験のイベント 相談員連絡協議会会長
の他、駐屯地食堂では記 髙橋章夫様からご祝辞を
念会食が和やかに行われ、 賜るとともに、各課室の
行事は成功裏に終了した。 代表者が新年度に向けて
の所信表明を行った。
第１師団司令部
本部長訓示では、「新
広報班

2

本年度の記念行事は、
観閲行進は行わず、各部

やこの豊かな恵を活かし
た通常の活動が行える状
況に戻れる事を役員・会
員一同祈念し、会務取り
組んで参る所存です。
会長 永田政弘

羽 村 市
羽村市防衛協会では毎
年、富士総合火力演習・
観閲式・自衛隊施設見学・
納涼会・忘年会に新春賀
詞交歓会そして総会と、
名前後の会員が飲食を
共にしながら、国の守り
を真剣に考える機会をもっ
ていたが、それが失われ
て丸２年となる。
コロナ禍が収束に向か
いつつあった本年 月、
ロシアによるウクライナ
への軍事侵攻が開始され
た。両国民に多くの死者、
負傷者が連日発生してい
る。テレビでは、街にミ
サイルが撃ち込まれるシー
ンや、敵戦車に対戦車誘
40

東京地本出陣式

全てに於いて任務必成の気構えを醸成

富士学校研修時
体験乗車した戦車の前で記念写真

16

たコロナ禍の影響を受け、
残念ながら滞っています。
役員会は感染予防をしっ
かりして定期的に開催し
ておりますが、多くの人
が集まる総会は「文書に
よる議決」を行う等、工
夫を重ねて実施していま
す。
今般は小平市防衛協会
を育んでいる小平市内の
素晴らしい環境をご紹介
致します。まず「狭山・
境緑 道」「玉 川上水」
「野火止用水」「小金井
公園」を一周する全長
ｋｍの緑道『日本で歩い
てみたい路小平グリーン
ロード』、更に国の史跡
に指定された鈴木遺跡・
約 種類１５００株で充
たされているあじさい公
園・東京都薬用植物園・
平櫛田中彫刻美術館等、
歴史・文化・自然等の豊
かな環境に恵まれている
のが小平市です。
今年こそは小平駐屯地

21

に、自衛隊の真価が問わ
第１師団創立 周年・
れる時代、国民の生命・
練馬駐屯地創設 周年
財産を守り抜くため、還
記念行事 暦
を迎え０歳に戻ったよ
当日は天候に恵まれ、 うに原点に立ち返り首都
３３３３年年年年ぶぶぶぶりりりり！！！！
招待者、師団の協力者や 防衛の備えを完整させて
練練練練馬馬馬馬駐駐駐駐屯屯屯屯地地地地にににに
地地地地域域域域住住住住民民民民活活活活気気気気溢溢溢溢れれれれるるるる 地域住民等約２千３百人 いこう」と観閲部隊に訓
示した。また来場者に対
第１師団は４月 日、 が駐屯地を訪れた。
し「第１師団は最後の最
練馬駐屯地において「第
後の砦です。ただし、第
１師団創立 周年・練馬
１師団約６千名のみで首
駐屯地創設 周年記念行
都機能を維持することは
事」を挙行し、第１師団
不可能です。警察・消防・
及び練馬駐屯地に対する
海保・地方自治体等公共
地域住民の理解と信頼を
機関の皆さんの協力が必
深めるととも、隊員の使
要です。電気・ガス・水
命の自覚と士気の高揚を
道・通信・交通・医療な
図った。
どの指定公共機関のライ
フラインは首都機能の生
命線です。防衛産業は日
本の防衛力そのものです。
フル稼働で装備品等の補
給・整備をお願いします。
自衛隊ＯＢの先輩方、有
事の際は、もう一度自衛
官になって銃を取ってく
ださい。そのためにも健
康にご留意を。そして最
部を設立し現在に至って
おります。
大きな特色は陸上自衛
隊小平学校が所在する小
平駐屯地が有る事です。
入校する学生は新隊員か
ら幹部自衛官まで幅広く、
人事・警務・会計・法務
等多岐にわたる教育を実
施しており、その教育内
容の性質から警務科・法
務等においては陸上自衛
官だけでなく海上・航空
自衛官や事務官等の学生
も入校しております。

小平市防衛協会は当駐
屯地との交流を中心とし
て年間を通して交流を行っ
ていますが、この２年間
は突如として世界を覆っ

30

記念式典で挨拶する
小池百合子東京都知事
小平駅南口に有るマスコット
ブルベーと東京ドロンパ

71

式典は、執行者（師団
長）及び観閲部隊指揮官
（副師団長）のリぺリン
グによる入場から始まっ
た。その後、観閲部隊の
人員７６７人が師団の威
容を示した。
式辞で師団長は「我が
国周辺の安全保障環境は
この 年間で最も厳しい
情勢となっている。まさ

10

60

歩く事が出来る環境作り
その後の懇親会も 周
を進めてまいります。
年記念として記念誌を配
布し、イベントとしてプ
ロのマジシャンに依頼し
マジックショーも大盛況
でした。しかしその後、
年末には変異株により再
まん延が始まり、令和４
年 １月に予定 してい た
「新年賀詞交歓会」は中
止を余儀なくされ残念で
した。その間、ＩＴ担当
理事により、「世田谷区
防衛協会フェイスブック」
を開設しました。是非、
アクセスして下さい。
一日も早く通常の活動
に戻り自衛隊行事及びオ
リジナル研修会が実施出
来る事を願っております。
事務局長 森 昌彦

1

地区防衛協会コーナー

式典会場に入る 師団長・副師団長

小 平 市

7

10

23

ヘリコプターからリぺリングにて

定期総会と設立１０周年の
記念行事に続く懇親会

小平市防衛協会は昭和
年４月１日に設立、平
成８年６月１日に女性部、
平成 年 月 日に青年
14

71 60

世田谷区
94

60

令和３年度も新型コロ
ナウイルスのまん延によ
り、毎年６月に実施して
いた「定期総会」が行え
ず、ワクチンの二回接種
が完了する事を予測し、
月に「定期総会と設立
周年記念行事」を行う
事としました。予想通り、
月には東京都の感染者
数が二桁となり、定期総
会では総会後の記念講演
を東京都防衛協会の武内
理事長様にお願いし「新
型コロナウイルスと自衛
隊」のタイトルで実施し
たところ、全員が関心を
もって受講しました。
39

10 11

11

第１師団

世田谷区は東京 区の
南西部に位置し、令和３
年９月には推定人口 万
人で人口が多い区ランキ
ング第一位の区です。
世田谷区防衛協会は設
立 周年を迎えました。
目的を明確に協会活動に
取り組んでいます。また
東京都防衛協会に協力し
「自分の国は 自分で守
る！」という意識の啓蒙、
及び自衛隊員が警察官と
同じように街中を制服で
10

