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静岡地本広報紙70号

静岡駅地下広場に自衛隊ＰＲブース

静岡所は７月２５日（日）、静岡駅北口地下

広場イベントスペースにおいて広報活動を実施

した。

これは「シズチカガイダンス」と称して今年

度から新規に行っている市街地広報。

今回は、静岡所の各隊員が部隊等から授与さ

れた「防衛功労章」を集めた額、自衛官だから

こそ出会うことができた景色を収めた写真パネ

ル、静岡地本しずぽんファンクラブの会員が撮

影した自衛隊の活動や装備品の写真パネルの展

示を新たに実施し、多くの来場者の注目を集めた。

また、災害派遣活動の様子や女性自衛官の活躍を紹介する「自衛隊を知ろう」コーナーや、パイロットが着用する航空服装、耐Ｇ服、航空ヘ

ルメットとＦ‐１５戦闘機のソリッドモデルを展示した「航空自衛隊クローズアップ」コーナーを設けて自衛隊の活動を幅広く伝えるとともに

自衛官採用制度説明コーナーでは来場者から寄せられた採用や福利厚生に関する疑問や質問に広報官が丁寧に答えた。

８月２５日（水）、ＩＡＩスタジアム日

本平（静岡市）で開催された清水エスパル

ス対鹿島アントラーズ戦において広報活動

を行った。

自衛隊はスタジアムのロータリーに２カ

所の広報ブースを開設するとともに、陸上

自衛隊の中型・小型トラック、偵察用オー

トバイを展示した。

午後３時過ぎ、チームの応援ユニフォー

ムに身を包んだサポーターが次々と来場し、

ブースに掲示した静岡市出身隊員の紹介や

災害派遣活動の写真パネルに見入ったり、

家族でトラックやバイクに乗って記念撮影

を楽しんだ。

また、エスパルスも自衛隊とのコラボ企

画として、限定迷彩グッズの販売や陸・海

・空自衛官の制服を着用した選手の写真を

使った広報などを行い、限定グッズはほぼ

完売するなど好評を博した。

試合のハーフタイムには静岡地本のマス

コットキャラクター「しずぽん」がピッチ

に登場。大型ビジョンと会場アナウンスに

よる紹介で入場し、自衛官募集ののぼりを

持った自衛官とともに会場を回った。手を

パタパタと動かしながら歩く姿に客席から

は「かわいい」「こっち向いて」との声が

上がり、エスパルスのマスコットキャラク

ター「パルちゃん」とともに会場を盛り上

げた。



援護課は７月８日（木）、御殿場高原ホテル（御殿場市）で開催した「令和３年度静

岡県任期制隊員合同企業説明会」において予備自衛官制度を紹介した。

今回開催した合同企業説明会は、任期満了で自衛官を退官し再就職する隊員と、退職

自衛官の雇用を希望する企業３５社が参加しており、双方に予備自衛官制度について理

解を深めてもらおうと広報ブースを設置した。

ブースでは、即応予備自衛官の訓練や災害派遣活動における活躍を写した写真を展示

し、広報動画などを紹介した。また、予備自衛官が訓練や任務に参加する際は雇用企業

の協力が不可欠となるため、パンフレットなどを使用して企業側の協力内容について丁

寧に説明すると、担当者は興味深く耳を傾けていた。

富士所は９月１４日（火）、富岳館高等学校（富士宮市）で行わ

れた富士宮市自衛隊協力会長・風岡直宏氏の母校表敬訪問に同行し、

自衛官募集をＰＲした。

「タケノコ王」としてテレビなどで活躍する風岡氏は、トレード

マークのピンクのタンクトップ姿で小野校長と面会し、自身の写真

を取り入れた自衛官募集ポスターを手渡した。ポスターは、既存の

物を用いて富士所の所員が手作りしたオリジナル。

小野校長は「風岡さんとポスターの効果で、より自衛隊に関心を

持つのでは」とＰＲに対する期待を話し、「今年度は３人の受験者

と、今後の受験予定者が１人いる。本校で学んだことを自衛隊で生

かしてもらえたら」と生徒たちの将来に思いを馳せた。

風岡氏は「母校から自衛隊に入隊する生徒が増えたら嬉しい。今

後も自衛隊の魅力を発信し、国防を担う若い力の募集に貢献できた

ら」と熱い思いを伝えた。

入隊・入校した
隊員や学生が、
夏の帰省に併せ
て事務所や母校
で近況報告を行
いました。

【浜北】
新木悠士生徒【浜北】西谷斗希学生 【浜北】渡邉一路生徒 【浜北】植田幸磨生徒

【袋井】橋本翔太学生【富士】鳥海輝月生徒 【富士】天方誠治生徒 【袋井】松井和悠斗学生

【浜松】梶原献人学生【三島】嵩井悠仁生徒【三島】松岡道生生徒

帰省隊員や学生が近況報告

企業に予備自衛官制度を紹介

富士宮市自衛隊協力会長が母校で自衛官募集をＰＲ



防衛大学校生が未来の後輩に熱いエール

浜北所は８月１７日（火）、案内所内において、今春防衛大学校に入校した西谷斗希学生協力のもと、今年度、同校を受験しようと考えて

いる高校生２人に対し説明会を行った。

夏季休暇で帰省している西谷学生は、真っ白な防大の制服姿で来所。高校生２人に自己紹介をした後、入校したきっかけや防大の授業や部

活動などについて説明した。受験希望者からは「どのような受験勉強をしましたか」「防大での生活はどうですか」といった質問があり、学

科と面接それぞれの対策や「体力・精神面は慣れるので大丈夫。将来のビジョンを持って日々の生活を送ることが大事」と穏やかに伝えた。

そのほか、休日の過ごし方などについて話しているとあっという間に予定の終了時刻を迎え、最後に受験を控えた２人の健闘と今後の西谷

学生の活躍を祈念して、３人で拳を合わせ互いにエールを送りあった。

私は平成２５年１月に定年退職し鈴与株式会社（静岡市）に入社、役員の運転

手として９年の勤務が過ぎようとしています。職場には８名の運転手が勤務し、

その内６名は自衛官出身で４名は静岡地本ＯＢです。（秘書室の次長からは「西

川小隊長？」とか言われたり（笑））役員運転手待機場所の環境を良くして頂き、

私達運転手は、真心を込め安心安全運転に精励し和気藹々と楽しく毎日を過ごし

ています。

皆様、コロナ禍の中でいかがお過ごしですか。私は、趣味のプチ旅行は自粛し

て余暇を活用し家庭菜園と２６２文字の般若心経を書写しています。写経が終わ

るとコロナの収束祈願とお地蔵さんの絵を描いて終了。とても清々しく良い気分

になります。

私も数年後には鈴与株式会社を定年となります。人生計画第３章は農業に従事

して、みかん栽培を考えています。美味しいみかんが出来た折には、皆様にみか

ん狩りを楽しんでいただき食してもらいたいと思います。

最後になりますが、静岡地本のご発展と皆々様のご健勝ご多幸を御祈念いたし

ます。

柚木会 西川 佳伸 氏

元 藤枝地域事務所長
平成２５年１月に
２等陸尉（特別昇任）で定年退官

第４回

ＯＢのいま

静岡所は８月６日（金）、静岡科学館るくる（静岡市）において海上自衛隊の南極

地域観測協力支援活動をＰＲした。

これは、企業や研究機関などが取り組む活動を実験や体験を通して子供たちに紹介

するもの。今回は「見て、聴いて、触れる」をテーマに、海上自衛隊が運用する砕氷

艦「しらせ」が持ち帰った南極の氷を展示。「南極クイズ」「南極の氷体験」「紙ヒ

コーキを飛ばそう」の３つの体験コーナーを設け、子供連れの家族など１２３人が参

加した。

「南極クイズ」では、自衛官が南極地域観測と海上自衛隊の関わり、南極の氷と普

通の氷の違いなどをクイズ形式で説明した。

「南極の氷体験」では、雪が長年降り固まってできた氷の塊に子供たちが触れ、１

万年以上前の空気が閉じ込められた気泡がプチプチと弾ける音を通して遠い南極の世

界に思いを馳せていた。

最後のコーナーでは、ブルーインパルスの模様が印刷された紙飛行機を、自衛官の

手解きを受けながら子供たちが自ら作製。完成した自慢の機体を「せーの」の合図で

一斉に飛ばし、宙に舞う姿を追いかけた。

参加した子供や保護者は「南極の氷はプチプチ音がして、冷たくて気持ちよかっ

た」「子供たちにもわかりやすく、親子で楽しむことができた」と感想を話していた。

「しらせ」からのプレゼント 南極の氷を紹介



10月 11月 12月

静岡地本 10、11、12月 主要行事予定

1日…定年退官行事（齊藤１曹）
2日…予備自衛官補試験（一般）

8～12日…予備自衛官5日間訓練（駒門）
9～10日…#2一般曹候補生2次試験

16日…防衛医科大学校看護学科試験
17日…自衛官候補生試験
23日…防衛医科大学校医学科試験
31日…予備自衛官1日間訓練（本部）

6～7日…防衛大学校1次試験
13日…自衛官候補生試験

19～23日…予備自衛官5日間訓練
（滝ヶ原）

10～14日…予備自衛官5日間訓練
（板妻）

11～12日…入隊予定者説明会
（東部・中部・西部）

12日…予備自衛官1日間訓練
（板妻）

18日…自衛官候補生試験

前期定期表彰

第３級賞詞（職務遂行）

募集課長 ２等陸佐 山本 健太郎

第４級賞詞（車両無事故走行）

援 護 課 ２等陸曹 藤田浩久

袋 井 所 ３等海曹 山下亮

第５級賞詞（業務改善）

浜北所長 ３等陸尉 星 香織

沼 津 所 １等陸曹 梅野 崇幸

静 岡 所 ２等陸曹 川間 新一郎

浜 北 所 ２等陸曹 鈴木 直玄

浜北募集案内所臨時勤務

空士長 石津 輝太

臨時勤務を終えて

転 出
▽朝霞・朝霞駐屯地業務隊

３等陸佐 土屋竜也（募集課）

▽滝ヶ原・滝ヶ原駐屯地業務隊

２等陸尉 馬場久喜（富士所長）

▽北熊本・西部方面後方支援隊

陸曹長 井上博之（センター）

８月１日付

▽センター長 ３等陸佐 木川 康彦

（武山・第３１普通科連隊）

▽募 集 課 １等陸尉 平山 裕司

（神町・第６師団司令部）

▽富 士所長 ３等陸尉 本間 亮

（松戸・東部方面システム通信群）

転 入
▽センター １等陸曹 大塚雅勝

（板妻・第３４普通科連隊）

▽援護課 １等陸曹 笹原孝文

（宇都宮・栃木地方協力本部）

▽総務課 ３等陸曹 五十嵐岳大

（高田・第２普通科連隊）

８月１日付

今回、２回目の臨時勤務として８月中旬から１カ月間、浜北募集案内所で広報

官勤務をしました。

当初、学校での未来授業や学生の基地見学が予定されていましたが、新型コロ

ナウイルス感染拡大に伴い中止が続き、このような中でどんな募集業務が行える

のだろうかと心配な面もありました。昨年と比べて対象者と接触しての募集活動

は少なかったですが、その分、ホームページやツイッター、有線からの情報発信

を浜北所の皆さんと一緒に新しいアイディアを出しながら実施したことは良い経

験となりました。

有線放送収録は、初めてのことばかりでとても驚きました。収録室にはさまざ

まな放送器材があり、収録時は自分がラジオのパーソナリティになった気分で、

とても楽しい時間となりました。

採用試験支援は、数年前の自分を見ているようで、新鮮さと懐かしさが入り混

じったように感じました。前日の試験会場準備では、机や椅子などを移動させて

会場をつくり、受験生の待ち時間に配慮して、試験会場の一角に自衛隊のパンフ

レットや浜北所で独自に作った地元出身隊員の紹介資料を掲示し、広報官の細か

な気遣いを感じました。

当日の受付では、受験生の緊張が強く伝わり、自分までドキドキしてしまいま

した。引率中に緊張をほぐそうと「希望職種はありますか」「航空自衛隊の消防

車はとても大きくてかっこいいんだよ」など積極的に話しかけると、受験生の強

張っていた表情が少し緩んだ気がして、受験生へのサポートの重要性を感じまし

た。試験終了後は正門まで引率し、全力を出し切った受験生の後ろ姿を見ながら、

広報官のやりがいの一部を感じることができました。

２回の臨時勤務に快く送り出してくれた部隊に、とても感謝しています。この

経験は、自分の自衛隊勤務の中で大きな財産になったと思います。まずは、空曹

への切符を掴み取り、職種のスペシャリストとなり、いつの日か地本の仕事がで

きるように日々精進していきます。

第４級賞詞（職務遂行）

総務課 行(一) ３ 植崎 隆史

総務課 ２等陸曹 木元 洋

富士所 ２等海曹 井上 龍司

第４級賞詞（業務改善）

富士所長 ２等陸尉 馬場 久喜

浜 北 所 ２等空曹 有田 充行


