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西部方面後方支援隊長

第三対戦車ヘリコプター隊長

西部方面ヘリコプター隊長

新年あけましておめでと
うございます。旧年中の皆
様からのご支援とご協力に
深く感謝を申し上げます。
今年は創隊から半世紀を迎
える節目の年、新たな気持
ちで各種任務に邁進する所
存です。本年も宜しくお願
い致します。

西部方面管制気象隊
第一派遣隊長

陽介

平成二九年度方面隊実動演習

さらに、沖縄に所在する米
九州補給処（処長 山﨑
嘉樹 陸将補）及び西部方 軍施設を活用して兵站施設を
面後方支援隊（隊長 佐々 開設・運営するとともに、Ｌ
木龍太郎 一佐）を基幹と ＣＵ（揚陸輸送艇）の支援を
あけましておめでとうござい する「西部方面兵站支援団 受け、コンテナ及び中ＳＡＭ
ます。旧年中は我が隊が実施す 」は、十月二三日から十一 擬製弾の輸送を行い、日米協
る管制気象業務にご理解をいた 月二二日の間、平成二九年 力体制の下、兵站活動が整斉
だきまして誠にありがとうござ 度方面隊実動演習「鎮西二 と行われることを確認した。
いました。
このほか、日出生台演習場
九」に参加した。目達原及
今年も隊員一同着実に任務に び健軍駐屯地に団本部指揮 及び十文字原演習場における
邁進して参りますのでご支援の 所を開設するとともに、奄 築城資材・弾薬類の補給訓練、
ほど宜しくお願い申し上げます。 美大島、沖縄本島及び九州 沖縄における衛生業務練成・
本土に展開し、島しょ部に 検証等を行い、作戦基本部隊
第三二一基地通信中隊長
おける補給・整備について の行動に連携した各種補給品
練成・検証を実施した。こ の交付等、多大の成果を得る
の際、全国各補給処からコ ことができた。
ンテナ約一四〇本を輸送し、 本訓練に参加した九処装備
計画部の弓削一曹は「現地引
各種補給品を各後方支援
（連）隊等に交付したほか、渡部隊の先任陸曹として参加
衛星通信回線を活用した「 し、奄美大島における島しょ
遠隔指示器材」をもって、 部での訓練の重要性を再認識
しました。」と述べた。
高段階整備を実施した。
また、十一月一日、奄美
大島において陸上幕僚長の
視察を受け、島しょ部の作
戦における兵站の重要性を
確認いただいた。

宏治

新年明けましておめでと
うございます。
本年も、ヘリコプター火
力戦闘部隊としての誇りと
気概を持ち、任務の完遂に
邁進してまいりたいと思い
ます。ご指導の程、よろし
くお願い申し上げます。

２等陸佐

新年あけましておめでとうご
ざいます。
本年も駐屯地各部隊の皆様に、
良質かつ安定したシステム通信
サービスを提供するため、なお
一層努力する所存です。皆様の
ご支援、ご協力を宜しくお願い
申し上げます

祐昭

田中

上妻 正太郎

１等陸尉

３等陸尉

２等陸佐

祐二

睦男

宜しくお願い申しあげます。

くお願い致します。

十二月二十日付で第三八代九州補給処長とし 補給処や在日米軍との連携
第一三四地区警務隊
目達原派遣隊長
て着任しました山﨑嘉樹 陸将補です。地域の皆 を一層強化して、各種準備 第四飛行隊長
に邁進する所存です。
様におかれましては平素から駐屯部隊の任務・
今年が皆様にとりまして
活動に対しますご理解と隊員へのご支援・ご鞭 素晴らしい一年となります
撻を賜り心より御礼申し上げます。我が国周辺 よう心から祈念申し上げま
す。
の安全保障環境は、北朝鮮による度重なるミサ
イル発射及び核実験に見られる核及び弾道ミサ
新年明けましておめでとうご
新年あけましておめでと
うございます。第４師団唯 ざいます。本年もよろしくお願
イルの開発等厳しい状況にあり、北部九州にお
曹 長 一の佐賀県駐屯部隊として、いいたします。
ける航空部隊の中枢及び九州・沖縄における兵 九 州 補 給 処 最 先 任 上 級
兼 ね て 本年も関係各所と緊密に連
本年も引き続き、部内の秩序
站の中枢たる目達原駐屯地の役割は益々重要と
目 達 原 駐 屯 地 最 先 任 上 級 曹 長 携するとともに挑戦と創造 維持に専従する部隊として、各
を重ね足腰の強い部隊の育 部隊の規律維持等に役立てるよ
なっております。災害派遣分野でも、昨年七月
成と各種事態への対応に万 う微力ながら努めてまいります。
に発生した九州北部豪雨においてヘリコプター
全を期してまいります。
及び兵站の拠点として被災地で任務遂行する第
空中伝送班長
鳥栖燃料支処長
一線部隊を密接に支援する役割を果たしました。
また、昨年九月には県内の家族会、隊友会、
新年あけましておめでと
地方協力本部と駐屯地の家族支援に関する四者 うございます。旧年中は隊
協定を九州・沖縄においていち早く締結する等、 員皆様のご協力に深く感謝
申し上げます。本年も駐屯
事態発生時における任務遂行基盤を逐次整備し
地
司
令
を
補
佐
し
、
各
部
隊
の
新年明けましておめでとう
ております。引き続き、地域の皆様の安心・安 最先任上級曹長等と連携し、 新年あけましておめでと ござ
います。日頃より空中伝
全のため、駐屯地隊員一丸となり取り組んでま 駐屯地の規律の維持、部隊 うございます。
送班に対するご理解、ご協力
本年も隊員一丸となって
間の融和団結に努力してま
を賜り深く感謝申し上げます。
いります。
いりますので、ご支援・ご 安全確実な燃料補給業務に 本年も引き続き総監の目とな
本年が皆様にとりまして素晴らしい年となる
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
るべく即応態勢を堅持しつつ
皆様のご支援・ご協力を
上げます。
ことを心より祈念申し上げます。
精進してまいります。よろし

新年明けましておめでと
うございます。
皆様には平素より西部方
面後方支援隊の部隊・隊員
に対し、温かいご理解と力
強いご支援を賜り深く感謝
申し上げます。
昨年は、九州北部豪雨に
伴う災害派遣、九州地区に
おける不発弾処理等の各種
任務を完遂することができ
ました。
今年もあらゆる任務に即
応するとともに南西地域の
防衛態勢強化のため、九州

３等陸佐

１等陸尉

石丸

健一

原田

１等陸佐

水野
久敬

１等陸佐

古賀

自衛隊目達原駐屯地

山﨑 嘉樹

明けましておめでとうございます

陸将補

佐々木 龍太郎

准陸尉

達美

廣瀧

上原

２等陸佐

岡

新年を迎えて
２０１８
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成人するにあたり、自分の
行動、発言にはしっかりと自
覚を持ち、今までとは違った
観点で物事を見極め、これか
らも社会及び部隊のために大
きく貢献できるように大きく
飛躍していきます。

成人を迎えるにあたって、
私は 社会人としての自覚を
持ち全ての行動、言動などに
責任がついてくる事を肝に銘
じ、これからまた更に成長で
きるよう日々精進していきま
す。

二十歳になり、一人の社会
人として自分の言動に責任を
もって邁進していきたいと思
います。そして今まで育てて
くれた母に少しでも恩返しが
できるようにこれからも頑張
り、親孝行していきたいです。

成人を迎えるにあたって私
はこれからも健康を維持し、
いつの日か訪れる結婚に備え
て今まで以上に女性として輝
いていけるよう自分磨きをし
ていきます。

成人を迎えるにあたり、両
親、これまで支えてくださっ
た方々に感謝したいと思いま
す。
また、自衛官として自覚あ
る行動を心がけ部隊に貢献で
きるよう日々精進していきた
いと思います。

成人を迎えるにあたり、自
分をここまで何不自由なく育
ててくれた親への感謝の気持
ちを忘れず、若さを武器に
「挑戦」という目標を掲げ、
陸曹として部隊にもっと貢献
できるよう努力します。

私は、この度成人式を迎え、
大人の仲間入りをしました。
まだまだ仕事面において、頼
りないと自覚していますが、
今まで支えてくださった方々
に恩返しが出来るよう、日々
の業務に精進します。

この度成人式を迎え、晴れ
て新成人となりました。大人
としての自覚と、自分の行動
に責任を持ち、支えて下さっ
た方々への感謝の気持ちを忘
れず、早く陸曹となり、恩返
しをしていきたいです。

二十歳の誕生日を迎えた時
に思ったのは、子供のころの
大人のイメージと今の私は違
これからは 、更に一人 前の
うという事でした。これから、
社会人として の責任と自 覚を
様々な経験を積み、私が今思
持ち何事にも 頑張りたい と思
う理想の大人になれる様日々
います。
精進する所存です。

成人式を迎えるにあたり、
目標を明確にして、かつ積極
的に取り組み、社会人として
責任と自覚を持ち努力してい
きたい。また、育ててくれた
両親やお世話になった方々へ
の感謝の気持ち忘れずに頑
張っていきたい。

私は今、家族や友人達など、
多くの人に支えられ二十歳を
迎えられました。自分が自立
した大人になるために、この
成人式を境にして自分自身を
見つめ直し、後悔のない人生
を歩んでいきたいと思います。

私の成人としての抱負は、
責任感を持つことです。今年
からは、例年と違い大人とし
て扱われるので自分の行動に
は、責任を持たなければなり
ません。二十歳の節目を向か
え一人前の大人としての責任
と自覚を持ち、何事にも頑張
りたいと思います。

私は、二十歳になるにあた
り、これまでに育ててくれた
母や支えてくれた方々に「感
謝」と、これから背負う「責
任」の重さを意識し、自衛官
としてまた、大人として成長
していきたいです。

成人を迎えるにあたり「計画
的な行動を心がける」を目標に
して行きたいです。自分は行き
当たりばったりな性格で人に迷
惑を掛ける事が多かったのでこ
れからは先の事を見通して、計
画的な行動をして行きたいです。

成人を迎えるにあたり、私自
身がまだ大人になったという実
感がありませんが、二十歳にな
り責任が問われる年齢になりま
した。一人の大人として自覚あ
る行動をし、これから何事にも
挑戦をして行きたいと思います。

両親・先輩方の支えによ
り、無事に成人を迎えるこ
とが出来ました。新成人と
しての目標は、「不撓不屈
の信念を持ち頑張る」こと
です。どんな困難にも負け
ん気で頑張ります。

空伝班
徳永一穂

士長

《 来賓、家族、駐屯地全隊員の前で書初めを披露 》

321基通
士長 三浦紘和

321基通
士長 石川朋美

定年退官者

▽１月
日＝内田一佐（調会部）
日＝竹下三尉（総務部）
日＝加藤三尉（整備部）
日＝鶴田一佐（総務部）
日＝相原准尉（西後支）
▽２月
日＝中村一尉（鳥栖支処）
▽３月
日＝金城曹長（鳥栖支処）
日＝吉田准尉（西ヘリ）
日＝窪山三尉（西後支）
日＝田中一佐（西ヘリ）
日＝白浜二佐（西後支）
日＝宇野曹長（総務部）
▽退官者
日＝寅岡一佐（副処長）

28 25 1715 ３
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30 25 21 17 1510
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今までの自分を変えたいと思
います。一つ一つの行動に成人
としての責任感と自信と自覚を
持つことです。業務面において
はあらゆる技術を習得するため
に目一杯努力し楽しみながら精
進していきたいと思います。

自分のやった事に責任を持て
る人間になりたいと思います。
昨年自衛隊に入隊し、周りに聞
くだけでなく自分で考え、行動
しないといけないと気づきまし
た。一日でも早く率先して行動
できるよう努力していきます。

私が入隊して、２年が経ちま
した。これまでたくさん支えて
くださった方への感謝の気持ち
を忘れず、自覚ある言動に努め
て行きたいと思います。まだま
だ学ぶべきものがたくさんあり
ますので、チャレンジ精神を
もって日々精進し、自分自身を
高めていけるようになりたいで
す。

成人を迎えるにあたり私をこ
こまで育ててくれた父と母に
「ありがとう」と「感謝」の気
持ちを伝えたいです。新成人と
しての抱負は責任ある行動です。
目標に向かって邁進します。

ここまで育ててくれた両親を
はじめ、お世話になった方々に
支えられ成人を迎えることがで
きました。感謝の気持ちを忘れ
ずに、諸先輩方を目標に後悔の
ないよう努力していきます。

答辞を述べる渡部３曹

佐賀テレビの取材を受ける徳永士長

「次はこうしよう。」様々な経
験や失敗をする度に感じた感情。
入隊して二年、反省し葛藤する
日々であった。しかし、壁にぶつ
かる度、上司の方々や同期は見放
すことなく温かく包んでくれた。
今年はその方々に対し感謝とい
う形を創り上げたい。

今まで支えてくださった方のお
かげでこの日を迎えることができ
ました。これからは、自分のこと
だけでなく、人のことも気遣うこ
とができるように、一社会人とし
て、また、自衛官として、日々精
進していきたいと思います。

成人を迎えるにあたって、飲酒
喫煙など自由の範囲が広がります
が、社会人であること、そして、
自衛官であることを常に自覚し、
責任ある行動をとり、支えて頂い
てる方々に少しずつ恩返しをして
いきたいです。

生んでくれた親に感謝の気持ち
を忘れず、いままで携わってくれ
た人たちに感謝し、大きな節目を
迎えたので、いろんなことに挑戦
する気持ちを忘れず、人として大
きく成長できるように頑張ってい
きたいです。

平成３０年駐屯地成人行事

３対戦ヘリ２飛
士長 西本龍輝

西ヘリ付隊
３曹 渡部達也
西ヘリ１飛
士長 松本大世
西ヘリ２飛
士長 伊東大輝

平成30年「戌」年

西後支104不発弾
士長 後藤大志
3対戦ヘリ１飛
３曹 永田拓真

３対戦ヘリ１飛
士長 朝飛颯太
３対戦ヘリ１飛
１士 西中隆太郎
士長

４飛
生田翔夢

西後支106全支
士長 辻 拓海
西後支106全支
３曹 長松軒大地
西後支106全支
士長 丸山哲矢
西後支106全支
士長 舩津 円
西後支104不発弾
3曹 八重樫天志

九処 整備部
士長 伊地知嵩博
九処 整備部
１士 今村祐太
九処 鳥栖支処
士長 里 将流
西後支 本付
士長 羽山薗 航
西後支 本付
士長 勝本奈美

九処 総務部
士長 村岡春香
九処 調会部
士長 島添麗早
九処 調会部
士長 東田華菜
九処 補給部
士長 近藤芳寛
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