ハイチ派遣国際救援隊
空港見送り

南スーダン派遣施設隊
空港見送り

南スーダン派遣施設隊・ハイチ派遣国際救援隊へ出発

駐
屯
地
見
送
り

国連平和維持活動（ＰＫＯ）で、駐屯地から約六十名の隊員が派遣
されることになり、一月十日南スーダン第一次隊の先遣隊として、第
三〇二坑道中隊長松﨑信義三佐の壮行会が実施された。壮行会の中で
松﨑三佐は、「現地では病気にかからないにように注意し、南スーダ
ンの国作りのため『形と記憶に残る仕事』をしてきたい。」と抱負を
述べた。
また、一月二十七日には、ハイチ派遣国際救援隊（第六次要員）二
十名の壮行会が実施され、代表して第三一二施設器材中隊坂根永司二
尉が「日本を代表して今まで培ってきたことを充分に発揮し、一生懸
命頑張ってきます。」と述べた。
さらに、三月二十二日には、南スーダン派遣施設隊（施設小隊）三
十四名の壮行会が実施され、代表して第三三七施設中隊長福田浩之一
尉が「世界で最も新しい国の国作りに、日本の代表として参加できる
ことを誇りとし、決意を新たに頑張って来ます。」と述べた。
松﨑三佐は一月十四日に出国し、現地において活動中である。ハイ
チ派遣国際救援隊の二十名は二月十日、二十四日と二派に分かれて出
国し、現地で活動中である。南スーダン派遣施設隊（施設小隊）三十
四名も三月二十四日に出国し、先遣隊として既に活動中の松﨑三佐と
合流し、宿営地外の道路整備を四月二日から実施中である。
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いわみざわ

岩見沢市美流渡地区独居高齢者宅の除雪(３３７施中）

三笠市長へ終了報告（３３５施中長）

三笠市内幹線道路の排雪（３３５施中）

三笠市弥生地区における排雪（３３５施中）

岩見沢市７条通り夜間の排雪(３３６施中）
三笠市内弥生地区ロータリーによる拡幅（３１２施器中）

（１月の災害派遣）
（２月の災害派遣）

岩見沢市は︑四十二年ぶりに積雪記録を更新す
る百九十四センチの積雪量で︑市内の交通機関は
大混乱となり路線バスも運休︑緊急車両の通行に
も支障がでて大きな影響を受けていた︒
また︑隣接する三笠市においても累積降雪量が
平年の三倍に達し岩見沢市同様に影響を受けてい
た︒
第十二施設群は︑一月十八日︑人員百五十名︑
車両三十五両の編成をもって災害派遣活動を開始
した︒雪害による災害派遣は︑平成二十年二月に
岩見沢市の道道八十一号において暴風雪のため車
両二十台が走行不能となり︑人命救助︑人員輸送
を実施した時以来四年ぶりである︒
災害派遣活動は︑調整を図りつつ︑岩見沢市・
三笠市の主要幹線等の除排雪︑岩見沢市内の独居
高齢者宅の除雪︑一日三交代二十四時間態勢で実
施し︑二十二日終了した︒
二月に入っても記録的大雪は続き高齢者世帯の
多い三笠市弥生地区においては除雪が間に合わず
住民が孤立する恐れが出たため︑二月十四日人員
三十名︑車両十両の編成をもって災害派遣活動を
開始した︒三笠市への派遣は先月に続き二回目で
ある︒活動は︑調整を図りつつ除排雪を実施し︑
十六日無事終了した︒

駐屯地を出発

平成二十三年度隊冬季戦技競技会が、
二月八日南恵庭駐屯地及び北大演恵庭地
区で実施され、前回の競技会に引き続き
見事連覇を果たしました。
競技会は、一般走、部隊機動の部に分
けて実施され、その平均タイムで争われ
ました。
今年度は、戦技教官第三一二施設器材
中隊長千葉一尉のもと各中隊の監督と連
携しながらの練成となりました。
しかし、一月十八日からの岩見沢市及
び三笠市の災害派遣により練成は一時中
止となり、練成不足が心配されましたが、
一般走では第一位（三三六施中島村二
曹）、第二位（三〇二坑中奥田曹長）を
独占するなど、選手は普段の練成の成果
を遺憾なく発揮し見事連覇の運びとなり
ました。
閉会式後、選手は駐屯地に移動し、駐
屯地隊員から盛大な出迎えを受け、祝勝
会へと移行し勝利の美酒に酔い浸りまし
た。

駐屯地出迎え
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大きな保障が得られます。

飲み放題 3000円（５名様から）
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ＪＡ共済は、相互扶助「助け合い」を理念とした協同組合保険。

営利を目的としていないので、納得のいく掛金で

北の国から

一般走第１位島村２曹の滑り

部隊機動の部
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世界の顧客に幅広い金融商品・サービスを提供しております。

第３０２坑道中隊

隊冬季戦技競技会に参加して

隊戦技競技会での滑り

ドカ雪祭り支援に参加して
第３３７施設中隊

私は、平成二十三年八月南恵庭駐
自分はスキーを始めて今年で四年
目になります。最初のころはきつい 屯地第三〇一坑道中隊から、岩見沢
だけで全然結果が出ませんでしたが、 駐屯地第十二施設群第三〇二坑道中
去年ぐらいから上達していくのがわ 隊に転属してきました。この転属は
かり、スキーが楽しくなってきまし 私の希望であり私にとって、これま
た。中隊でも冬季戦技指導の陸士代 での自衛隊生活で初めての転属とな
表として後輩の育成指導に励んでい りましたが、これを決断したきっか
けを紹介したいと思います。
ます。
第一に、ハイチ国際活動救援隊と
今季は十二月から雪にも恵まれ、
練成隊に入り、年末年始休暇明け最 してＰＫＯ活動に参加した事です。
初のタイムレースで六十位、二回目 このハイチ派遣は、人生初めての海
のタイムレースで四十六位、選手が 外派遣で他部隊、他職種の仲間、他
決まる最後は二十九位と結果が出て、 国の軍隊と一緒に活動し、現地の人
一般走の選手として選出されました。 々とのふれあいを通して、私は、自
隊冬季戦技競技会当日は、大変滑 衛官としての知識、技術だけではな
るコースではありましたが、今まで く、日本人としての考え方等、色々
で一番良いタイムが出て、気持ちよ と足りないものが沢山あるのだと感
く滑走できました。それに群も優勝 じました。
二つ目の理由として、未曾有の大
ということで、少しは貢献できたか
震災、東日本大震災に派遣され、そ
なと思います。
今季は選手で出場、そして優勝、 の活動の中で、自衛官として、日本
本当に自信がつきました。来年はさ 人として、人間として足りないもの
らにスキー技術、そして体力を向上 が多く感じられました。そして、身
させとりあえず近い将来、中隊の松 近にいる人達の大切さを日々感じる
山三曹、豊田三曹をぶっちぎりでき ことが出来ました。
また、南恵庭駐屯地では、十年余
る様に頑張ります。
り勤務をしましたが、それが同じ環
境の中にいる事で周りの人達に頼り
過ぎなのではないかという思いもあ
り、考え出した結果が転属という答
えでした。
岩見沢駐屯地に転属をして、違う
環境、新しい仲間達と一緒に勤務を
する事で、自衛官としての知識、技
術の向上だけではなく、人間として
の更なる成長を目指し、日々勤務を
していきたいと思います。
そして、微力ながら第十二施設群
の力になれば幸いだと思います。

プルデンシャルは、１３０余年の歴史を持つ米国最大級の金融機関であり

多彩な催しにご利用いただける施設です。
お気軽にお電話ください。 0126-22-5871

私たちはプルデンシャル・グループの一員です。

秀治

３曹 小柳

真人
陸士長 久保

亮平
陸士長 花田

雪像製作中の花田士長

私は、今回のドカ雪祭り雪像製作
に参加しました。今年は、雪害で災
派出動というくらいの豪雪で雪不足
には困りませんでしたが、雪害派遣
により製作期間が短縮され、メイン
であるキャラクター作成もなくステ
ージも少し小さくなりましたが、そ
の分、小隊陸曹である菅二曹の製作
における要望事項「直角・水平」を
追求し雪像作成に臨みました。
私は、当初、階段部の担当でした
が、製作が進むにつれ階段の曲がり
が目立ったり降雪により高さが変わ
ったり等思っていたよりとても時間
の掛かる作業でしたがその分完成し
た時の達成感は言葉に表せないもの
がありました。作業も終盤にさしか
かり化粧雪を張り付けて完成という
所まできたのですが、私自身インフ
ルエンザになってしまい最後まで製
作には携われずとても悔しく、残念
な思いでしたが全般を通して今回の
参加はとても良い経験になりました。
最後に支援に参加された皆様、また、
多くの温かい差し入れをして下さっ
た皆様、本当に有り難うございまし
た。
次回また参加する機会があれば、
今度こそは最初から最後まで参加し、
このドカ雪祭りに貢献したいと思い
ます。

第３３６施設中隊

ＦＴＣ訓練に参加して

陸士長 香山

義彦

私は、平成二十三年度ＦＴＣ訓練
で施設手として参加することを命じ
られました。
期間は、十一月二十一日から二十
四日まで東千歳で事前訓練、十二月
九日から十八日まで富士トレーニン
グセンターで訓練を実施しました。
東千歳では初めて見るバトラーに興
奮、銃や体に装備して感じた重さに
驚き、装着方法や注意事項を聞き、
全てが初めてで先が重いやられた事
を今でも覚えています。しかし徐々
にバトラーにも慣れ、帰隊前日には
本番を想定した訓練を行い、見事早
い段階で習得する事が出来ました。
本訓練を行う富士までは、フェリー
を使い移動、宿営地に着くと事前教
育及び訓練等を行い、本番を迎えま
した。本番当日、装具を付け、背の
うを背負い、小銃及び破壊筒を装備
した時の重さは、一夜二日普通科の
分隊について行けるのか不安でした。
当日を迎え、九時に状況開始、普通
科は行進速度も速く、高低差のある
道や自分の背丈よりも高い笹などの、
道なき道を難なく行進します。行進
して三十分、汗だくです。状況開始
から三時間、高く急な崖を登り小休
止、水分補給をしていた時でした、
敵砲迫による攻撃、分隊の大半が死
亡、自分もその中の一人でした。
後日のＡＡＲで確認したところ、
分隊が敵斥候に見つかり弾着誘導さ
れた結果でした。
今後、行動の秘匿性、分散警戒、
基本基礎の重要性等、この訓練を通
して学んだ事を、活かして行きたい
と思います。

第３３５施設中隊

ジブラルタ生命

林
政善︵北
処
福田由美子︵北
処
堀
仁︵旭川地本
玉生 和宏︵南恵庭駐業
野口 勝弘︵北恵庭駐業

・旭 川︶
・東千歳︶
・島 松︶
・美 幌︶

・島 松︶
・島 松︶
・旭 川︶
・南恵庭︶
・北恵庭︶

︵平成二十四年四月一日付︶

藤田 敏広︵旭川地本
大島 範之︵東千歳駐業
村上
猛︵北
処
本間 浩晃︵美幌駐業

（札幌／札幌北／苫小牧／東北／関東／中部）

■第十二施設群
三等陸尉へ︵三月二十一日付︶
三三六施中 小林 棋孝
三三七施中 伊部 太起
三四二施中 大家 淳

３３６施中 小林３尉
３３７施中 伊部３尉

第３３７施設中隊 ３曹 梅津 敏之
本部管理中隊
３曹
麻衣子
１月１１日

TE L 0126-45-2792 FAX 0126-45- 3053
http://www.tokkyu-group.jp

祝
第九十三期一般幹部候補生指定
陸曹長へ ︵四月一日付︶
三三六施中 井幡 淳哉

岩見沢市栗沢町最上498-9

〒068-0115

本社

昇
任
３４２施中 大家３尉

︵平成二十四年三月二十三日付︶
︽転出︾
■第十二施設群
群本部
三佐 松平 実 ︵陸幕装備部 ・市ヶ谷︶
本管中
曹長 中上 聡 ︵北施隊本付 ・南恵庭︶
三三五施中 二曹 佐藤 直之︵丘珠駐業
・丘 珠︶
三三五施中 士長 今野伸一郎︵十施設群
・船 岡︶
三三六施中 三尉 寺本 武史︵二施設大隊 ・旭 川︶
三四二施中 一尉 伊藤 基 ︵一〇五施器隊 ・南恵庭︶
一曹 中村 英謙︵釧路駐業
・釧 路︶
一曹 秋元 和春︵釧路駐業
・釧 路︶
三曹 廣岡 健 ︵高等工科学校 ・竹 山︶
■第二直接支援中隊
二曹 林
淳一︵一〇一施直支大・南恵庭︶
二曹 家常
崇︵一〇一特直支大・北千歳︶
■駐屯地業務隊
一曹 郡司 嘉國︵七偵察隊
・東千歳︶
二曹 大下 知朗︵北
処 ・島 松︶
■第三一四基地通信中隊
一曹 栗田 明 ︵美唄派遣隊 ・美 唄︶
︽転入︾
■第十二施設群
群本部
三佐 伴 光晴︵施設学校
・勝 田︶
本管中
曹長 泉
勉 ︵丘珠駐業
・丘 珠︶
三三五施中 三曹 三村 淳 ︵一〇五施器隊 ・南恵庭︶
三三六施中 二曹 早川 勇気︵一〇五施器隊 ・南恵庭︶
三一二施中 三曹 德田 雅俊︵北施隊本付 ・南恵庭︶
三〇二坑中 二曹 亀石 満明︵北恵庭駐業 ・北恵庭︶
■第二直接支援中隊
二曹 竹本 貴光︵施設学校
・勝 田︶
■駐屯地業務隊
一曹 小川 徹也︵釧路駐業
・釧 路︶
一曹 大久 千彰︵北
処 ・安 平︶
一曹 佐藤 誠 ︵北
処 ・島 松︶
■第三一四基地通信中隊
一曹 中西 幸作︵三一四基通中 ・真駒内︶
︽技官等転出︾
行︵一︶四
行︵一︶三
行︵一︶三
行︵一︶三
行︵一︶一
︽技官等転入︾
行︵一︶四
行︵一︶三
行︵一︶三
行︵一︶一

定期異動

結婚おめでとう

第３３５施設中隊
３曹 村形 共康
妻 さや加さん
１２月７日

第３０２坑道中隊
２曹 監物 貴宣
妻 聖さん
１月２２日

物流・・・・
それは まごころ のネットワーク
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