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第２５航空隊 初訓練飛行 

大地隊ニュース２０１６    

 
 

  

１月７日（木）、大湊航空基地において第２５航空隊（司令・飯塚祥平１等海佐）及び第７３航空隊大湊
航空分遣隊（分遣隊長・古庄正彦３等海佐）が、新年の初訓練飛行を行い、部隊の団結心を向上させ
るとともに、平成２８年の飛行安全に向けて決意を新たにした。  

 初訓練飛行は、ＳＨ－６０Ｊ哨戒ヘリコプター２機、ＵＨ－６０Ｊ救難ヘリコプター１機及び撮影機１機の
計４機で実施された。 

 一時吹雪いたものの晴れ間が覗く絶好の飛行日和の中ＳＨ－６０Ｊ編隊長機に２５空司令と共に大
湊地方総監（海将・坂田竜三）が搭乗し、午前１０時過ぎ一斉に青空に飛び立った。 

 約１時間の飛行の最後には、大湊地方総監部及び大湊航空基地上空を、一糸乱れぬ隊形で飛行し、
初訓練飛行は無事終了した。 

大湊海軍カレー試食会 

 １月２０日（水）、むつ市観光交流施設「北の防人大湊安渡館」に出店している「カフェテリア-憩-」にお
いて、「大湊海軍カレー」の試食会が行われ、大湊地方隊から大湊地方総監、幕僚長、管理部長が参
加しました。 

 下北半島をかたどったライスとたっぷりのベビーホタテが入ったカレールーに陸奥湾ホタテのフライや
錨の形のパイや白波をかたどったクリームなど工夫を凝らした一品となっています。 

 「大湊海軍カレー」は２月６日（土）から「北の防人大湊安渡館」の「カフェテリア-憩-」にて１日限定２０
食で販売開始とのことです。 



２０１６年２月 

第３８回定期演奏会 

 海上自衛隊大湊地方隊は、２月１３日(土)札幌ニトリ文化ホールで大湊音楽隊による「第３８回定期
演奏会」を開催しました。 

 第１部は、副隊長・石田１尉の指揮による「オリエント急行」で幕を開け、輝かしいファンファーレから
曲が始まり、コロラドの自然や風景がモチーフとなった「モニュメント」と続き、雄大な「北海変奏曲」
（ソーラン節変奏曲）で締め括りました。 

 第２部は隊長・真道１尉の指揮で、「キャッツ・テイルズ」から始まり「ハックルベリー・フィン組曲」と続
き、アンコールでは中島みゆきの「麦の歌」を舘山３曹が力強く歌い上げると、会場が一体となり盛り
上がりました。 

 最後は行進曲「軍艦」の力強い演奏に観客からの割れんばかりの拍手の中、北海道で初めて行わ
れた定期演奏会は幕を閉じました。 

大湊地方隊スキー競技 

２月１９日（金）むつ市釜臥山スキー場で大湊地方隊所在部隊によるスキー競技が行われました。 

 大湊地方隊を中心とした連合チーム、第２５航空隊を中心とした航空部隊チーム、北海道所在部隊
の北海道連合チーム、それ以外の混成チームの４チームにより勝利を目指して白熱した戦いが繰り広
げられました。 

 アルペン競技では大回転と滑降種目が行われ、視界が悪い中、陸奥湾に向かい軽やかに滑走して
いきました。 

 ノルディック競技では起伏に富んだコースを年齢別個人戦の後、雨が降り出す悪条件の、中団体リ
レー戦が行われ各選手が渾身の力を振り絞ってタスキを繋ぎ勝利を目指しました。 

 結果は連合チームが接戦を制し見事優勝を飾り、僅差で航空部隊チームが続きました。 

 各指揮官対抗で行われたアルペン及びノルディック競技では大地隊に着任して初めてスキーを行っ
た指揮官もおり、普段の勤務とは違う一面を見ることができました。 

 厳冬期の大湊地区ではスキー競技は体力錬成として海軍時代から継承された伝統ある訓練です。
参加した隊員は日頃の訓練の成果をいかんなく発揮し終了しました。 



２０１６年２月 

『基地のある街』撮影 

 ２月２５日、２６日の２日間に渡って海上自衛隊ＨＰのスペシャルコーナー「基地のある街」の撮影が
行われました。 

 同コーナーでは、海上自衛隊の基地がある街の観光スポットや名物、お土産品、基地などを女性自
衛官が紹介しています。 

 これまで舞鶴、佐世保、横須賀、呉、江田島の動画がアップされていますが、いよいよ大湊も３月末
にアップされる予定です。 

 お楽しみに。 



２０１６年３月 

第２４次派遣海賊対処水上部隊出国行事 

防衛大臣視察 

 ３月６日（日）中谷元防衛大臣が大湊基地を視察されました。 

 中谷防衛大臣は護衛艦『ゆうだち』の出港を見送ったのち、曳船により芦崎湾内を視察し、 
その後、1万トンドック及び入渠中のＹＤＴ－０２の視察を行いました。 

 ３月６日（日）、大湊基地で第２４次派遣海賊対処行動水上部隊『ゆうだち』の出国行事が行われま
した。 

 第２４次派遣海賊対処行動水上部隊は第７護衛隊『ゆうだち』と『ゆうぎり』で編成され、大湊から
『ゆうだち』が、横須賀から『ゆうぎり』が出港し、 

 ソマリア沖アデン湾における海賊船の警戒や監視等の任務にあたります。 

 中谷防衛大臣の「国内だけではなく、世界各国期待されている、強い信念と誇りと持って任務を遂
行してほしい」との訓示をうけ、第７護衛隊司令井上高志１等海佐が「任務の完遂に努力する」と決意
を語り、任務の遂行と無事の帰還を誓いました。 

 『ゆうだち』は大勢の家族や隊員に関係者に見守られながらソマリア沖に向け出港しました。 



２０１６年３月 

第４５代大湊地方総監離任式 

 ３月２１日（月）、海上自衛隊大湊基地において第４５代大湊地方総監（海将：坂田 竜三）の離任式
が行われました。 坂田総監は参列した隊員らに対し、「諸官とともに北方の防衛警備に従事し、地元
自治体との関係強化してこられたのは私の最大の誇りであり、今後は献身的に職務を遂行し国民の
負託にこたえ続けること。」と最後の訓示を行いました。 

 総監との別れを惜しむように降り始めたなごり雪の舞う中、音楽隊の演奏に合わせ、約３６０名の隊
員や来賓に見送られながら、大湊基地を後にしました。 

第４６代大湊地方総監着任式 

 平成２８年３月２４日（木）、第４６代大湊地方総監・中西 正人海将（前職：横須賀地方総監部幕僚
長）の着任式を海上自衛隊大湊基地において行いました。 

 中西総監は「我が国をとりまく安全保障環境は厳しさを増しており、不断の努力をもって精強即応
を向上する必要がある」「自覚と誇りをもって伝統を継承し仕事と生活を両立する改革を進める」と
訓示しました。 



２０１６年４月 

練習艦隊大湊入港 

 平成２８年４月１４日（木）、大湊地方総監、むつ市長他、隊員、協力者約１００人が出迎える中、 

近海練習航海中の練習艦隊（司令官 海将補 岩崎 英俊）（練習艦『かしま』、『せとゆき』、護衛艦
『あさぎり』）が大湊港第1突堤に入港しました。 

 入港歓迎行事では、宮下市長から「市民を代表して心から歓迎します、下北の春を楽しんでいって
ほしいと思います」と歓迎の挨拶をいただきました。 

 引き続き花束贈呈の後に、岩崎練習艦隊司令官が「素晴らしい天候の中、大湊の街が温かく我々を
迎えてくれました、、市民の皆様とふれあい、御薫陶を頂きたいと思います。」と挨拶をしました。 

 実習幹部１９１名は大湊地方総監とむつ市長の講話や研修、１４日夜の歓迎レセプションや１５日の
夜に行われた練習艦隊艦上レセプション等を通じむつ市の歴史や文化や食に触れ、市民との交流を
深めました。 

 練習艦隊は１６日（土）朝に次の寄港地小樽に向け出港し、５月末から第６０回目の遠洋航海を実施
します。 



２０１６年５月 

 
 

 

  

 

  

派遣海賊対処行動水上部隊（２３次）帰国行事 

平成２８年５月８日（日）、自衛艦隊司令官、大湊地方総監、隊員、家族、協力者約５６０
人が出迎える中、派遣海賊対処行動水上部隊（２３次）（司令官 １等海佐 吉岡 猛） 
（護衛艦『すずなみ』、『まきなみ』）が大湊港第1突堤に入港しました。 帰国行事では、
吉岡第３護衛隊司令から帰国報告が行われ、自衛艦隊司令官が「商船を安全に航行さ
せた実績は各国関係機関からも高い評価を得ている」と訓示し派遣隊員をねぎいました。 

 久しぶりに再会した隊員と家族が再開を喜び合っていました 

熊本地震に対する支援 





佐井村『うに祭り』に対する広報活動 

２０１６年６月 

 平成２８年６月１８日（土）、１９日（日）青森県下北郡佐井村で行われた『うに祭り』にＹＤＴ－
０２が参加しました。 
 両日とも天候に恵まれ多くの人で賑わいを見せるなか、一般公開を行いました。 

 多くの家族連れが来艦し、普段あまり見ることのできない、船内を乗員の説明を受けながら
興味深く見学していました。 
 

第３０回海上自衛隊水泳大会地方大会 

 平成２８年６月１５日（土）大湊地方総監部内の訓練プールにおいてました海上自衛隊水泳大
会地方大会が行われました。 

 同大会には大湊地方隊の警備区である北海道及び青森県に所在する部隊が参加し、各種競
技にしのぎを削りました。 

 各種競技優勝者は８月に舞鶴で行われる全国大会に大湊地区代表として出場します。 



海賊対処派遣部隊隊員家族に対する中間説明会 

 平成２８年６月１１日（土）レクリエーションセンタにて第２４次派遣海賊対処行動水上部隊に参加
している護衛艦「ゆうだち」乗員の家族に対いする中間説明会が行われました。 

 説明会には３４家族７１名が参加し、防衛部長の挨拶に始まり、むつ市長からのビデオレター、
「ゆうだち」乗員からのビデオレター、乗員とのテレビ電話、派遣中の写真展示などが行われ 

久しぶりに見た乗員の元気な姿を見て家族も安心した様子で説明会を終えました。 

マリンフェスタｉｎ大湊 

 平成２８年６月４日（土）マリンフェスタｉｎ大湊が大湊海軍まつりと同時開催され、午前中は降
雨にみまわれたものの県内外から多くの方がいらっしゃいました。 

 一番人気の曳船による『湾内クルーズ』には開門前から約１００人ほどの行列ができ、 

災害派遣装備品展示では熊本地震での災害派遣で使用した「緊急展開型入浴セット」が展示
され多くの見学者の注目を集めました。 

 その他艦艇５隻による艦内一般公開、制服試着での記念写真撮影コーナー、陸空自衛隊車
両の展示、スタンプラリー等色々なイベントが行われ、多くの家族連れで賑わいました。 

２０１６年６月 



陸・海・空 自衛隊合同コンサート 

 ７月９日（土） リンクステーション青森にて防衛大臣主催「陸・海・空 自衛隊コンサート」が行
われました。 

 このコンサートは陸上自衛隊中央音楽隊、海上自衛他東京音楽隊、航空自衛隊航空中央音
楽隊の３つのセントラルバンドが一堂に会し、本格的な演奏を楽しんで頂くための演奏会です。 

２０１６年７月 



まさかりレガッタ 

   

 ７月３１日（日） むつ市の新田名部川で行われた「まさかりレガッタ」競技に海上自衛隊大湊地区に
所在する部隊から有志が参加しました。 

 熊本地震チャリティー大会とした第１８回目の本大会は、市民参加型のボートレース大会であり、初
心者から経験者までの約７０チームが参加し、 

多くの市民の声援を受けながら熱戦が繰り広げられました。 

 レースは年齢、経験、男女などによって６部門に分かれて５００メートルの距離で行われました。 

災害派遣訓練 

 ７月２６日（火） 大湊地方総監部において災害派遣訓練が行われました。 

 大規模災害時における初動対処要領を演練し、かかる事態における大湊地方隊の対処能力の維
持向上を図るための複合的な訓練を行いました。 

２０１６年７月 



２０１６年８月 

サマースクール 

 ８月２日～４日の間、高校生に対するサマースクールが行いました。 

サマースクールは高校生等に対して艦艇見学や航空基地見学、基本教練等の訓練や２泊３
日の基地内での生活体験、隊員との交流を通じて海上自衛隊の仕事や生活に理解を深めて
もらうため行われるものです。 

大湊ネブタまつり 

 大湊の夏の伝統行事である「大湊ネブタ祭り」が８月５日（金）から３日間行なわれ、大湊所在部
隊で編成した海自ネブタが参加しました。 

 東北地方の夏を告げる夏祭りが各地で行われる中、大湊ネブタが開催され海自も大湊警備隊
司令（１等海佐 加藤 雅巳）がネブタ実行委員長として「川中島の戦い」を題材に迫力あるネブタ
で出場しました。 

 また、大湊地方総監部幕僚長（海将補 森田 義和）を先頭に大湊所在部隊指揮官や各隊先任
伍長、そして艶やかな女性隊員が統制のとれた流し踊りを披露しました。 

 祭り最終日の７日（日）は合同運行の前に１２台のネブタの前で全団体の踊り手が一つになり盛
大で華麗な流し踊りを披露、その後むつ市長の合図で１２台が連なって合同運行され、沿道に集
まった多くの観客を魅了しました。 

 海自ネブタの運行にあたった約１５０名の隊員は明るく元気よく大湊ネブタ祭りを盛り上げました 



大湊地方総監部、岩手県と 
「希望郷いわて国体セーリング競技大会」の支援協定締結 

 平成２８年８月９日（火）、海上自衛隊大湊地方総監部において１０月１日から岩手県宮古市
で開催される希望郷いわて国体セーリング競技大会の支援協定の調印式が行われ、達増拓
也岩手県知事と大湊地方総監（中西正人海将）が協定書に調印しました。 

 達増知事は「東日本大震災津波被害の被災地で開催される初めての国体となる。迅速な救
護体制を確立するためにも海上自衛隊の専門的な知識と技能が不可欠となる。」と延べ、 

中西総監が「我々、海上自衛隊としても心の底から復興に協力したいという思いを持っており
ます。そのことからも、この度、国体支援という形で携わることができることが、大きな喜びであ
り、大湊地方隊総員が全力を挙げて、精一杯支援にあたりたいと思います。」と応えました。 

 併せて山本正徳宮古市長と大湊警備隊司令（加藤雅巳１佐）が支援内容に関する覚書を交
換しました。 

 主な支援内容は、無線通信網の構築、水難者の救助及び海上輸送、気象観測及び海上輸
送、緊急避難者の救助等となっています。 

青森県総合防災訓練参加 

 むつ市で震度６強の地震を観測し、市内各所のライフラインが甚大な被害を受け、２本の国道
が寸断され、下北半島が孤立したとの想定で、青森県、むつ市、陸海空自衛隊、青森海保、警
察、消防、医療機関等７０機関、団体、約４０００人による大規模な訓練が行われました。 

 海上自衛隊は多くの訓練に参加し関係機関との連携に努め、万が一の事態に迅速に対応で
きる態勢を確認しました。 

２０１６年８月 



第２４次派遣海賊対処行動水上部隊帰国行事 

２０１６年９月 

 ９月８日（木）、大湊基地において第２４次派遣海賊対処行動水上部隊、護衛艦『ゆうだち』の帰国
行事が行われました。 

 今年３月に大湊から『ゆうだち』が、横須賀から『ゆうぎり』が出港しその後ソマリア沖アデン湾にお
いて船舶の護衛及び海域警戒任務を無事完遂し、半年ぶりに無母港である大湊へ帰港しました。 

 第７護衛隊司令井上高志１等海佐が自衛艦隊司令官重岡康弘海将に対し任務の無事完遂を報
告し、大湊地方総監中西正人海将による防衛大臣の訓示の代読等が行われ、帰国行事終了後、
出迎えた家族と派遣隊員とが久しぶりの再会を喜びました。 

砕氷艦『しらせ』稚内入港 

 ９月１０日（金）、日本の南極観測６０周年記念事業として、稚内港末広埠頭に砕氷艦『しらせ』が
入港しました、あいにくの悪天候のため入港歓迎式典は倉庫の中で稚内海峡太鼓保存会や稚内
大谷高校吹奏楽部の演奏等歓迎ムードの中行われました。 

 



大湊音楽隊『市民とのふれあいコンサート』 

災害発生時における派遣隊員の留守家族支援に関する協定書調印式 

 ９月２１日（水）、八戸市公会堂にて、大湊音楽隊『市民とのふれあいコンサート』が行われました。 

今年は大湊音楽隊の発足６０周年、新編４０周年にあたり、これを記念すべく伊藤康英氏による～大
湊音楽隊新編４０周年記念委嘱作品～ 『煌夜―祭りの幻想』が初演された第一部は、他にもマーチ

「うみねこ」や吹奏楽のための抒情的「祭」等、青森に馴染み深い曲を中心に構成され、第２部は、リ
トル・マーメイドや海の見える街、海の上のピアニスト等、海に因んだ曲を中心に海上自衛隊の活動
を紹介しながらの演奏となりました。 

 今公演には陸上自衛隊第９音楽隊より４名、航空自衛隊北部航空音楽隊より３名が参加しての演
奏会となり、アンコールでは３自衛隊マーチメドレーである「凱旋」～「空の精鋭」～「行進曲軍艦」が
演奏され観客の手拍子により会場が一体となり、盛会のうちに演奏会は終了しました。 

 ９月２３日（金）、大湊地方総監部において、むつ市の自衛隊協力団体である公営社団法人青森県
自衛隊父兄会むつ市自衛隊父兄会（越前陽悦会長）、公益社団法人青森県隊友会下北支部（庭田
良二支部長）、公益財団法人水交会大湊支部大湊水交会（清水信勝会長）の三団体と「災害発生時
における派遣隊員の留守家族支援に関する協定」を締結しました。 

 各地で自衛隊協力団体との留守家族支援に関する協定締結が行われていますが、三団体との協
定を締結したのは、大湊地方総監部が全国初となります。 

 本協定は、大規模震災時に、三団体の会員が、派遣隊員の留守家族のうち安否確認のとれない
家族を直接訪問し、安否を確認するものです。 

 大湊地方総監部では、一昨年、むつ市との間で派遣隊員の留守家族支援に関する協定である「隊
員家族あんしん協定」を締結しており、大規模災害に備え、留守家族支援の態勢をまた一つ築くこと
ができました。 

２０１６年９月 



２０１６年１０月 

いわて国体セーリング競技会支援 

  

在日米海軍司令官大湊部隊訪問 

 １０月１日（土）から５日（水）に岩手県宮古市で行われた『第７１会国民体育大会（希望郷いわ
て国体）セーリング競技会において、大湊警備隊所属の水中処分隊及び水中処分母船２号並
びに函館基地隊所属の掃海艇「ながしま」が支援を行いました。 
 希望郷いわて国体は東日本大震災津波発生後、被災地で行われる初めての国体として、さら
なる復興に向け力強く前進する「復興の架け橋」として開催され、宮古市ではセーリング競技会
のほか、９月にシーカヤックマラソン（デモンストレーション）が開催されたほか、１０月７日（金）
から１０日（月）にはレスリング競技も行われました。 
 競技会には、４７都道府県から約５７０名の選手及び約３５０隻の競技艇が参加し、ヨットや
ウィンドサーフィンによるセーリングの腕を競い合いました。 
 海上自衛隊は、競技期間中、競技海面における海面警戒や落水者の救助支援等を実施し、
無事に任務を完遂しました。 

 １０月１２日（水）在日米海軍司令官 マシュー・Ｊ・カーター少将が大湊地方総監部を訪問しま
した。 
 表敬、記念写真撮影、大地隊概要説明に引き続き基地内を研修しましたが、１万トンドック見
学の際にはニホンカモシカ親子の出迎えを受けるといううれしいサプライズがありました。 
第２５航空隊に移動後、ＳＨ－６０Ｊの体験搭乗を行い、下北半島の地理的特性に関する理解を
深めていただきました。 
 その後北洋館の見学を行い大湊基地の訪問を終えました。 



 １０月２５日（火）東通原発の重大事故を想定した県防災訓練が行われ、大湊警備隊が海路によ
る住民避難訓練に参加しました。 

 東通村の住民１２名がむつ市大平岸壁から水中処分母船ＹＤＴ０２に乗り込み、約４時間かけて
青森港へ到着し、バスに乗り換えて平内町の避難所へと移動しました。 

 １０月１９日（水）掃海艇「いずしま」（艇長 １等海尉 菊地 甚太）は広島県呉市の第３掃海
隊から函館基地隊、第４５掃海隊に編入されました。 
 秋晴れの函館西ふ頭に大勢の隊員、関係者が待つ中、静かに入港しました。 

 入港後、歓迎行事が行われ、「いずしま」艇長の挨拶のあと、御来賓のご挨拶を頂き、その後
花束贈呈が行われました。 

掃海艇「いずしま」編入 

青森県原子力防災訓練 

２０１６年１０月 



自衛隊記念行事 

大地隊駅伝競技 

 １０月３１日（月）、大湊基地内において大湊地方隊駅伝競技が行われました。 

 同競技は北海道地区を含む大地隊隷下部隊のほか、第１５護衛隊、第２５航空隊、第７３航空隊
大湊航空分遣隊、大湊システム通信隊及び下北海洋観測所が参加し、合計１７チームにより優勝
が争われました。 

今年は冷たい雨の中、１区間約３キロのコースを部隊の名誉と仲間との絆を胸に部下から上司へタ
スキをつなぐ階級別８区間での開催であり、中西総監によるスタートの合図で一斉にスタート、降り
しきる雨をものともせず、熱い戦いが繰り広げられました。 

 結果は接戦を制した、護衛艦「はまぎり」チームが優勝し、昨年優勝の２５空、７３空大空分Ａチー
ムは僅差の２位となり、３位には大音、大基業チームが入賞しました。懸命にタスキをつなぐ各選手
の健闘を称え、雨の中、晩秋の大湊を駆け抜けた競技は幕を閉じました。 

 １０月３０日（土）、大湊基地において自衛隊記念日行事が行われました。 

 当日は秋晴れの中、勤続２５年を迎えた隊員に対する永年勤続表彰が行われ、引き続き、記念
式典として、隊員や多くの来賓の参列する中、大湊地方総監の訓示に始まり、青森県知事代理、
むつ市長等の挨拶を賜り、その後大湊地方総監より日頃からの大湊地方隊に対する御支援御協
力をいただいた各団体や個人に対し、感謝状の贈呈を行いました。 

 式典終了後は意見交換会会場へ移動し、隊員と来賓による意見交換が行われ和やかな雰囲気
の中、一連の行事を終えることができました。 

２０１６年１０月 



２０１６年１１月 

いわて国体支援に関し感謝状をいただきました。 

 平成２８年１１月２１日（月）に大湊地方総監部において、『第７１回国民体育大会（希望郷いわて国
体）セーリング競技会』への協力に対する感謝状の贈呈が行われました。 

 これは、同競技会において大地隊（大湊警備隊所属の水中処分隊及び水中処分母船２号並びに
函館基地隊所属の掃海艇「ながしま」）が実施した競技海面における海面警戒や落水者の救助等
の支援に対して、岩手県から感謝状が贈呈されたものです。 

 当日は岩手県のＰＲキャラクター『そばっち』が見守る中、いわて国体実行委員会事務局長（岩間
隆氏）から大湊地方総監部幕僚長（森田義和海将補）に感謝状及び記念品が手渡されました。 

護衛艦『くらま』艦艇見学が行われました。 

 平成２８年１１月２３日（水）に大湊基地第１突堤にて、護衛艦『くらま』の艦艇見学が行われました。 

 時折雪が舞う厳しい天候の中、約２００名の見学希望者が北は札幌、南は東京から集まり、熱心に
隊員に質問したり、制服の試着をして記念写真を撮るなど、寒さに負けない熱気の溢れる艦艇見学と
なりました。 



除雪隊編成式 

２０１６年１２月 

 １２月１日（木）、大湊基地内において除雪隊の編成式が行われました。 

 今年度の除雪隊員４８名が整列し、除雪隊長から除雪隊指揮官である大湊基地業務隊司令に対
し編成の完了を報告したのち、除雪隊員に対し訓示を行いました。 

前期働き方改革優秀部隊表彰式 

 １２月１日（木）、大湊地方総監部において前期働き方改革優秀部隊に対し表彰が行われまし
た。 
 最優秀部隊である大湊衛生隊、優秀部隊である総監部防衛部、大湊警備隊に対し、大湊地方
総監から表彰状が授与されました。 



隊員家族に対するクリスマスコンサート 

 １２月３日（土）、大湊基地レクリエーションセンターにおいて隊員家族に対するクリスマスコン
サートが行われました。 
 サンタクロースやトナカイに扮した隊員が家族を出迎える会場には多数の遊具等が準備され、
子供たちが元気に駆け回る中、大湊海友会軽音楽部「フェアセーリング」による軽快な演奏が行
われたのち、大湊音楽隊によりクリスマスにちなんだ『赤鼻のトナカイ』や『ラストクリスマス』、さら
に話題の『世界に一つだけの花』などが演奏され、会場は大いに盛り上がりました。 

第１８回海上自衛隊ハンドボール大会大湊地方大会 

 １２月８日（木）、大湊基地レクリエーションセンター体育館において、第１８回海上自衛隊ハンド
ボール大会の大湊地区大会が行われました。 
 ２月に行われる海自大会の出場権をかけて、青森、北海道地区の陸上部隊、艦艇部隊、航空
部隊それぞれの選抜７チームで争われ、決勝は八戸チーム同士で熱戦が繰り広げられました、
結果は八戸Ａチームが接戦を制して佐世保で行われる海自大会の出場を決めました。 

２０１６年１２月 



青森県立むつ養護学校音楽演奏鑑賞会 

 １２月１３日（火）、青森県立むつ養護学校において、近隣の６つの福祉施設、約３００名に対し
て大湊音楽隊による音楽演奏鑑賞会を行いました。 
 音楽を身近に感じてもらえるよう、演奏だけでなく、『アンパンマンマーチ』では指揮者体験や
『世界に一つだけの花』では生徒が飛び入りでダンスを行うなど、たくさんの方に楽しんでいただ
きました。 
 演奏終了後に各施設代表者から、音楽隊と海曹会に対して花束の贈呈も行われました。 
 雪もまだ残る中での鑑賞会でしたが、あたたかい雰囲気での音楽演奏鑑賞会となりました。 
 その後、校長室で代表の生徒に対し海曹会からクリスマスプレゼントの贈呈を行いました。 

２０１６年１２月 


