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．声ちとに季刊−している︵

・講師 火箱芳文民

聴衆約200名

・6月18日︵日︶御殿場市市民交涜セ

るのではないか︒この活動の中核を地

・演題﹁激動の国際情勢と日本の安全

ンター︑

毎月の月例会︵第3水曜日︶ におい
方倍行会が担任してマネジメントし︑
保障の課題﹂

地方においても連携できるものがあ

儒者へ説明︑送付されている︒

て︑情報捉供と参考資料の配付など防
活動をリードすることが出来れば借行

購会員の研修︑識能向上

衛に関する常識の向上に努めている︒

︵

ゝ叫

とが望まーこ

ジナリティを発揮するために︑﹁何﹂

囲の防衛協力団体の中で借行会のオリ

今後の活動施策を進めていきたい︒周

r∵襟圃音量

に協力して地域防衛協力諸団体と共

を為すべきか早急に検討すべきであ

ご

＆

・6月18日 ︵日︶御殿場市市民交琵セ

に︑借行会が積極的に尽力することが

糾

ンター︑参加団体数15︑51名

必要である︒

こつた吏こ∵至芸監鞍

︵行政・民間・OB・現職︶ による懇
・民間団体⁚防衛協会︑遺族会
事例4

当地域としては︑初の絵合メンバー

親会で友好・交歓できた︒今後は︑賀
・OB︑家族⁚隊友会︑倍行会︑家族

平成28年静岡県自衛隊殉職隊

詞交換会も合同でとの声もある︒

以上は静岡からの視点であるが︑借

験︑健康維持

・会員の活性化⁚行事参加︑研修︑体

0名へ ︵入会促進︑中西部へ進出︶

協力団体の連携強化︑組織の拡大18

・業務の3本柱⁚慰霊顕彰︑地域防衛

静岡倍行会のこれからの進路

会

静岡東部の防衛協力団体の連絡網

佃

・10月8日 板妻駐屯地 執行者＝板
妻司令

借行会参列者

﹁静岡地方追悼式﹂をH27から

︒
る
事例5

員追悼式

・各駐屯地自衛隊⁚富士︑滝ケ原︑板

・参列者250名︵内

殉職者102柱

体は民間団体の防衛協会など︑OB等

妻︑駒門︑

静岡県︵東部︶ における防衛協力団
の会︑協力会︑後援会など多く存在し

・地方協力本部︑南関東防衛局富士防

①

これまでの改善事項

5
4
名
︶

てそれぞれ各個に活動中である︒これ

各団体毎︑役員紹介︑主要事業と活

衛事務所︑御殿場市危機管理課

目

次

き︑前向きにチャレンジしていきたい︒

告

ア⁝⁝⁝表紙3

行社︑他借行会からもご指導をいただ

広

レ

モ

﹁静岡県自衛隊殉職隊員追悼式﹂
団体に新加入

B︑部隊代表の追加

セ

これからのH29検討事項として︑参

須

H27から富士学校音楽隊参加︑殉

㈱

② H26から﹁県倍行会﹂として共催

介・主要事業の説明ができたので︑今

③

上記の会合により︑役員・組織の紹

動を紹介し合い︑相互理解に努めた︒

後機会ある毎に連携を深めていきた

④

静岡東部﹁防衛協力団体連絡

事例3

県殉職隊員追悼式について県民の

H27から参列者の検討︑来賓︑O

会同﹂ の実施

鋸

加者特にOB︑各部隊代表の増数︑県

㈱東京都民互助会⁝⁝⁝表紙3
県内の殉職自衛官を偲ぶ﹁静岡県自

民・市民への広報︑県知事の参加︵こ

そして県民・市民の皆様にもより多く

あり方を検討して︑現職隊員︑OB︑

確認し︑各地の特性︑現況を踏まえて

て検討中の将来ビジョン・指針などを

倍行社の﹁将来研究委員会﹂におい

藤

武

石

蔵

材

富

㈱⁝⁝⁝⁝⁝43

装⁝⁝・⁝⁝：51

務局へご用命下さい︒

本誌へ広告掲載をご希望の方は︑事

㈱和泉家石材店⁝⁝⁝⁝⁝52

倍和株式会社⁝⁝⁝⁝⁝51

㈱

ローレルバンクマシン㈱⁝表紙4

衛隊殉職隊員追悼式﹂が板妻駐屯地に

会員の多数参加など︑執行部隊に協力

㈱全回儀式サービス⁝⁝⁝⁝⁝43

元関係者らが列席し︑しめやかに行わ

しっつ静岡借行会の主行事として取り

れまで副知事又は危機管理監︶︑倍行
れている︒しかし︑最近の自衛隊への

組みたい︒

る︒遺族を始め︑国会議員や多数の地

任務拡大︑海外派遣︑危険業務従事な
ど職務遂行の重要性・貢献度など総合

3

理解しご協力いただける式典となるこ

地方僧行合の今後の活動方向

的に判断して︑より良い﹁追悼式﹂の

おいて執行者＝板妻司令で営まれてい

︒
い

職隊員の名簿︑拡大表示板作成

を取り合う連絡網を作りたい︒

ある︒とりあえず相互関連事項の連絡

有しており︑かつ地域内共存の関係で

らの団体は防衛協力という共通理念を

協力会

・各地域協力会⁚御殿場︑裾野︑小山

し二三憲

構成と連携強化

防衛協力団体連絡会同

理解と部隊協力
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