家族の声
航空自衛隊

息子の進路

茨城県自衛隊家族会

佐藤 玲子

息子からある日、航空自衛官になりたいと聞かされ「えっ、そ

近に見ることが出来ました。一緒の班の方々にもお会い出来、少

んでしたが、自衛官の勤務・生活は厳しいと聞いていたので、つ

に入ってよかったんだなあと心から思えた日でした。息子の気持

うなの」と少し驚きました。反対するという気持ちではありませ
いていけるのだろうかと心配でした。

そんな私たち夫婦の不安をよそに、息子は募集案内所から資料

しの間でしたが今も心に残る心温まる時間でした。ああ、自衛隊
ちを尊重して間違いなかったと思えた日でもありました。
今、息子は九州の地で

を送ってもらったり、地本で詳しく話を聞いていたようでした。

勤務に励んでいます。北

この進路で本当に良いのかと何回も話し合い気持ちを確かめまし

りながらも様々な方々と

とにかく本人自身が一生懸命でした。私達も本人に任せながらも、
た。本人は気持ちをしっかりと固めていたようで「自分は大学へ

行っても遊んでしまうかもしれないから、自分をしっかり律して
いけるようになりたい。それには自衛官がふさわしい」と決意を
語りました。

お陰様で、希望が叶い航空自衛隊曹候補学生に合格することが

出来ました。入隊式の日には私達も防府に行って息子の勇姿を間

から南へと勤務地が変わ

良い出会いがあり、私達
も心から応援し誇りに思

っています。空を見る度
に平和な日々が続くこと
を祈っています。

陸上自衛隊

息子も成長・親も成長
息子は 12 年間野球一筋。高校最後の夏が終わったと同時に自

衛隊を一生の職としていきたい！と寝耳に水で、主人も初めは反
対していましたがブレない気持ちに根負けでした。

入隊当日、旭川に向かう駅のホームで見送る家族に「行ってき

ます！」その声は泣きながらも覚悟を決めた背中でしたが、着隊
してからも親の不安は消えませんでした。

２週間後、家族で入隊式に出席。入場する息子は顔つき行動一

つ一つが別人でした。

71 名の入隊者を代表して宣誓を読み上げる息子を目の前にし

栃木県家族会

い時に支えてくれた同期、離れて感じた家族の存在、全てが宝

だ！」という言葉に、我が子ながらこんなにも感謝できる子に成
長したのか！と感じて帰路につきました。

あれから４年、今は帰省する度に母校のグラウンドに足を運び、

自衛隊の素晴らしさや経験を語り、
毎年数名の後輩が入隊しています。
自分の進んだ道に誇りを持ち若い世代に語り日々成長する息

子。その背中を追い弟も
同じ道に進むようです。

私も２回目の見送りに

て我が子ながら「違う世界に行ってしまったんだなぁ」と感じ、頑

向け心の準備をするとと

修了式には夫婦で参加。祝賀会食の際に代表で挨拶をした中で

の一員として活動して行

張っているからこそ励ましの言葉も出てきませんでした。

「同期、家族の存在がとても大きかった」と、栃木から右も左もわ
からない土地に足を踏み入れ、「環境の違いに戸惑いながらも辛

高橋 郁苗

もに、微力ながら家族会
きたいと思います。

海上自衛隊

息子が成長！
昨年長男が海上自衛隊横須賀教育隊に入隊しました。私も東区

家族会に入会させて貰い、それぞれ新しい生活が始まりました。

今藤 亜矢子

くれ、いつのまにか気遣いが出来るようになったのだなと思います。
私は家族会の人たちとの集まりやグループ LINE で自衛隊につ

息子は高校３年の夏に海上自衛隊に進路を決め、「すぐ辞めて帰

いて教えて貰い、いろんな話やわからないことを先輩ママさんた

います。なにしろ運動が大の苦手で、部活の経験もなく、体育の

久しぶりに祖父母にも元気な姿を見せて喜んで貰いました。日焼

ってくるだろう」という親戚や友人たちの予想に反して頑張って
授業がある日はたびたび朝から体調を崩すほどだったのです。そ
んな息子が毎日のように長距離を走ったり泳いだり、教育隊のさ
まざまな訓練や生活に耐えられたのはきっと一緒に頑張る同期の
仲間たちのおかげなのでしょう。

最初の頃は日々の生活だけで精一杯だったのに、徐々に慣れて

時間にも気持ちにも余裕が出てきたのを毎日の短い片言のような

LINE の遣り取りで感じました。そして母の日や父の日のプレゼント
や外出した時のお土産やたくさんの自衛隊グッズなどを送って来て
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ちに聞くことが出来て、とてもありがたかったです。初帰省では
けした顔と少し締まった身
体が息子の成長を感じさせ
ました。コロナ禍で入隊式

も修業式も見ることが出来
ませんでしたが、新しい配

属先でも元気で頑張って欲
しいと願っています。

家族の声

陸上・航空自衛隊、防衛大学校

孫たちの活躍に期待
私は航空自衛隊に奉職後、平成９年に定年退官、次いで再就職

も終え、現在は山口県自衛隊家族会防府市支部長として家族会の
活動に尽力しています。

これから我が家の自衛隊一家の現況について紹介します。長女

山口県自衛隊家族会

福岡 要

ています。次は、航空自衛隊曹候補生課程を卒業し現在第５航空

団で勤務しています。次の子は陸上自衛隊曹候補生課程を卒業後、
山口の第 17 普通科連隊で勤務しています。

このように娘夫婦、孫達が国防の任について活躍している姿を

と二女は、私が航空自衛隊勤務中、自衛隊生活に共鳴したのか、

見るにつけ自衛官を選んだ事は本当に良い判断だったと思いま

僚の隊員と結ばれましたが、互いの勤務地が遠隔地であったため

きながらそれぞれ各部

相次いで航空自衛官への道を選びました。二女は部隊勤務中、同

止む無く退職しました。長女も同様に素晴らしい隊員と結ばれ、
４人の子供達に恵まれました。出産の度に家内が出産地に駆け付
け立ち会い、さらにその子達の成長を助け続け、入学等の世話も
代わりに行うなど、長女夫婦も大変感謝していました。その子供

達（孫達）もすくすく成長し、両親の生き方に共鳴、長女は防衛大

学校の狭き門を突破して現在は４年生として勉学に励んでいま

す。帰郷時の会話を聞
隊において、立派に活

躍している姿を眺めつ
つ、更なる孫達の成長

に祖父として目を細め
ている昨今です。

す。次の子は高等工科学校（陸自）を卒業し、北海道静内で頑張っ

海上自衛隊

女性防人として頑張る2人の娘
私は、海上自衛隊に 36 年間在籍し、平成 15 年定年退官しまし

た。この間、平成６年に長女、平成 12 年に次女が海上自衛隊に
それぞれ入隊し、勤務継続中です。

長女は、職種を女性初の艦艇砲雷科、射撃管制員を選択し、練

習艦に乗り組みました。現在は、艦艇女性乗組員初の「先任伍長」
に就任しました。海曹士の服務指導等統括し、艦長を補佐する職
務に付いて、訓練支援艦「てんりゅう」に乗り組んでおります。

広島県自衛隊家族会

娘達二人は、其々の考えで、其々の目的に向かって女性防人の

先達として頑張っています。今後とも自衛隊に於ける女性の活躍
は、必要不可欠と思います。私は、娘二人が、そうした期待に十
分に応えてくれるものと信じ、
心からの声援を送りたいと思い
ます。

自衛隊は努力する人が、男女

次女は、幼少の頃に良く遊んでいた航空基地勤務を希望し、航

の差別なく評価される職場で

搭乗員）の出身地、鹿児島市に転居しました。現在は、４人の子

ています。女性自衛官の今後の

空機体整備員の職種につきました。結婚を機に、夫（対潜哨戒機

供を鹿児島市の家におき、鹿屋基地第１整備補給隊勤務（単身赴

任）です。子育てと仕事に奮闘中で、帰宅すると学生服の手入れ、
宿題手伝い、5 日分の弁当（冷凍保存）作りをしているそうです。
夫、義父母の援助も大いにあるようです。

迫田 貞美

す。女性自衛官の職域は拡大し
活躍を祈念するとともに、全て
の隊員を、自衛隊家族会で応援
していきたいと思います。

海上自衛隊

愛する息子
「逆マザコン」と勘違いをされるかもしれませんね。私たち家族

兵庫県家族会

山下 美香

令和３年３月末に舞鶴教育隊に入隊。緊急事態宣言により帰宅

が愛してやまない息子なので、このような表題を付けました。

が難しかった時に、荷物が送られてきました。段ボールを開ける

うに耳鼻科か小児科へ通うやや弱めの男の子でした。広告の裏に

など畳んだ事が無かった息子ですが、これが自衛隊の躾なのかと

長男は早産で新生児集中治療室に入室し、３歳までは毎日のよ

空母をよく書いていて「この子は将来海自に行くのだろうな」と思

っていました。保育園の年長で水泳を習い始めた頃から逞しくな
り、高校卒業まで続け、これも海自への道だったのかと思ってい
ます。

新型コロナ禍での一般曹候補生試験。体育祭の途中に一次試験

合格通知を頂いた直後、部活動対抗リレーで靱帯損傷。２週間後

の面接試験が危ぶまれる事態となりましたが、地本の広報官のお
かげで松葉杖での受験が可能となり、手術翌々日の面接に臨むこ
とが出来ました。

と、ビックリするくらい綺麗に畳まれた衣類が。入隊するまで服
感無量でした。８月末から呉基地で頑張っています。心身の健康
と職責を果たせ

る様に祈りつつ、
家族会の皆様と
共に息子達の背
中を応援し見守
っていこうと決
意しています。
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家族の声
航空学生（海上自衛隊）

日々成長し頑張れ

徳島県家族会

吉野 小百合

「飛行機に携わる仕事がしたい」と中学生の頃に言った息子のひ

基地で訓練を受けています。入隊当初の小月航空基地での日々は、

います。飛行機に対する息子の憧れや真剣さというものが十分に

では航空学生最後の学年となり、気持ちに余裕も出てきたみたい

と言が、自衛隊に入隊するきっかけとなった言葉だったように思
伝わって来たのを覚えています。

高校在学中に、自分の進路について真剣に考え始め、
「自衛隊

に入りたい。自衛隊だったら、飛行機に携わる様々な仕事がある

と思う」と話してくれました。私は自衛隊のことを詳しく知らな
いので、アドバイスなどは出来ませんでしたが、日本の国のため
に働くことが出来れば、喜ばしいことと思い、二つ返事で賛成し

「自分で決めたことだったら目標に向かって頑張って」と励ましま

それまでの学生生活とは一変した厳しいものだった様ですが、今
です。しかし海上自衛隊の航空機
搭乗員としては、これからが本番

だと思います。部隊配置となれば、
学生時とは比べものにならない厳
しい環境下での任務が待ち受けて
いるはずです。

これまでに学んだことを忘れず

した。また今思えば、海上自衛官を退官した祖父から、幼い頃に

日々成長を心掛け、少しでも早く

思います。

いって貰いたいと思います。

自衛隊の話を色々と聞かされていた事も影響したのではないかと
平成 29 年、海上自衛隊航空学生として入隊し、現在鹿屋航空

先輩方に追いつけるよう頑張って

陸上自衛隊

息子が選んだ道
高校を卒業したばかりの長男を、寂しさを我慢して、笑顔で熊

本空港から見送ったあの日から二十年余り。振り返れば色んな事
がありました。入隊から半年ほど経った頃「今しか出来ない事が

ある、自衛隊を辞めて民間で自分を試したい！」と言われ、私の

心の内は、あたふた。最終的には本人が決めた進路だったけど、
私が選ばせてしまったのではないか？ それから数か月後、教育
が後期へ移り進路を決める時期、長男から「教官の勧めもあり航

空科へ進もうと思うんだけど、でね、赴任地は山形になるんだ」
と、私の心はまたもや、あたふた。でも、自分でやりたいと思え
る職種に出会い、それに向かっていこうという長男の言葉が、と
ても嬉しく「自分でやってみたいと思うなら、しっかり頑張りな

熊本県自衛隊家族会

て聞かれたから、『はい両親も応援してくれてます』って答えた

から宜しく！」と、まさかの事後報告。それから一年半の教育を

経て今度は操縦士となり、地元の駐屯地での任務。そして今は、
茨城へ。またまた寂しくなってしまったけれど、目標に向かって
努力を惜しまない息子

と、そんな息子に絶え
ず成長の機会を与えて
くれる自衛隊組織の大
きさに感謝しておりま
す。

心配性の母ですが、

さい。勧めてくださった皆さんへの感謝を忘れずにね」

これからもしっかりと

の試験の最終面接で『親御さんたちは、どう思っているのか』っ

ます。

管制気象隊員としての生活が始まってから数年後、「航空学校

杉野 峰子

応援していこうと思い

防衛大学校（陸上自衛隊）

息子の成長
我が家の次男は、三人兄弟の末っ子で妙に要領が良く途中でサ

ボっても最後には帳尻を合わすような子供でした。中学３年生の

久米 美智代

を受験するよう本人に選ばせる事で意見がまとまりました。

次男の気持ちを確かめると「やっぱり自衛隊が好きやから一か

時に大阪から香川の学校に転校して、一時期軽い不登校になりま

ら出直したいと思う」
と言いました。彼の決心は固く半年後に鹿児

ました。

その後２年半ほど九州の駐屯地で訓

したが、高校では陸上競技に没頭し、その後防衛大学校に進学し

次男が防大生だったある時「おかん、知っとる？この前制服着

て歩いとったら、知らんおっちゃんが近づいて来て『君たちの学

校は人殺しの方法を教える恐ろしい所ですよ。そんな学校早く辞

島県の国分駐屯地に入隊しました。
練を重ね今年の春からは幹部候補生
学校で学ばせて頂いております。

思えば親元で過ごした18 年間よ

めてしまいなさい』って言うんやで。でも何かあったら俺たちは

り自衛隊に入ってからの７年間の方

た。私は事なかれ主義だった息子の変化（成長）に感動しました。

に感謝です。身体に気をつけて仲間

命懸けでそんな人たちも助けなあかんのや」とサラッと言いまし
その次男が４年前の春に突然防大を辞めて帰って来ました。夫

婦で色々と悩みましたが、大学進学または消防・警察をどちらか
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が、格段の成長を遂げました。本当

を大切にし日々精進して欲しいで
す。

家族の声

航空自衛隊

がんばれ「新米自衛官」
娘は令和元年に航空自衛隊幹部候補生合格の連絡を受け、翌年

の春に教職２年目での一大転機を迎えることとなりました。教職

佐賀県自衛隊家族会

長友 主税

し、自衛官としての
「覚悟」
ができたのではないかと思います。

自衛官は「事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂

の道半ばでの自衛官への転職であり、大きな決断が必要だったと

に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います」と言う宣

自衛隊幹部候補生学校に入隊して早 2 年が経ちました。親として

ような自衛官の皆様のおかげ

思います。そして、少し年長の娘が大きな不安を持ちながら航空

の「大丈夫かしら」という不安をよそに何となく航空自衛官らしく

なった娘が少しまぶしく、羨ましく見えるようになったことに苦
笑しました。

私自身、48 年前に航空自衛隊を目指していましたが残念なが

らその思いがかなわず教職の道につきましたが、娘は教職に就き

ながら航空自衛官となり、人生は面白いものだと思ったからです。
しかし、制服姿の娘は、教職時代とは別の充実した表情になって
います。幹部候補生学校、部隊配置、術科学校と今までの人生で

誓をして職務につきます。とても大変なことだと思います。この
で現在の日本国民が安全安心
な生活を営むことができると
思います。娘には自衛官とし
て、その一翼を担い日本国に

尽くしてもらいたいと思いま
す。

がんばれ新米自衛官。

経験したことがない体験や出会いにより、何か一回り大きく成長

航空自衛隊

息子の成長
息子が高校３年生の時、将来の進路について悩んでいた頃、地

方協力本部の方から話を聞き「自衛隊に行くよ！」と言ってきた
時、親として「ホッ」としました。

高校卒業後、防府南基地に航空自衛隊一般曹候補生として入隊

しました。そして教育隊卒業の日、妻と一緒に参加した時の事、

佐賀県自衛隊家族会

息子が入隊する迄は自衛隊に関しては、何もわからない私でし

たが、息子の話を聞いているうちに少しは自衛隊の事が解る様に
なり、息子を誇らしく思っております。この間家庭を持ち、子供
の親として毎日頑張っている様です。
現在、埼玉と佐賀で離れてい

今でも忘れません。宿舎内の素晴らしい整頓、寝具や衣類もきれ

るので孫の顔を見るのが私達の

衛隊教育の凄さを感じました。

心の優しい息子でしたから自衛

いに片付けてあり、家に居る頃とは大違いで大変驚きました。自
その後、美保基地（12 年）、築城基地勤務を経て、３年程前入

間基地へ異動となり、現在に至っております。その間災害派遣や
海外訓練にも参加し、現在検査隊で頑張っています。

築城基地勤務の際には熊本地震発生のため、実家に帰省中でし

たが、部隊から至急戻る様に連絡があり、熊本空港で災害派遣に
従事したこともありました。

田中 信彦

唯一の楽しみです。幼い頃から

官になって更に成長してくれる
と思います。息子の入隊に際し
お世話になった地本の方々、そ

して入隊後指導して下さった教
官の方及び隊員の皆様、ありが
とうございます。

高等工科学校（陸上自衛隊）

次世代へつなぐ
息子が３〜５歳の頃、自宅の上空を飛来するヘリコプターを見

ては、お父さんの会社（自衛隊）のヘリコプターと言い、公道を走

る自衛隊車両を見てはお父さんの会社の車、家族と旅行に行くと、
外柵がある施設を見てはお父さんの会社と言い、常に身の回りの
自衛隊に関する物は全てお父さんの会社のものでした。

息子は大きくなったら自衛隊に入ると言い、18 歳の春に名寄

道北自衛隊家族会

た。自衛隊員として最低限の自衛隊法、服務に関する事項の教育
を受け、令和４年３月一般部隊への配属を目指しています。

いよいよ、親子３代にわたる自衛官が誕生するかと思うとなぜ

か、人ごとでは無いような、わくわくと不安がよぎり59年前の自分
がよみがえってくるように感じます。
私は、旭川北地区会の事務局長を

にある第３普通科連隊に前期の教育入隊、同年６月末に第２施設

６年程させていただき、会の発展を

ら 25 年後の現在も同じ部隊で幹部自衛官として勤務しておりま

ます。

大隊に後期の教育入隊、同年９月末に施設大隊に所属し、それか
す。この間、ハイチ復興派遣国際救援隊に参加し、日本の国際貢

図るため、微力ながら尽くしており
最後に、全国の自衛隊家族会会員

献に尽力しました。

の皆様と共に、新型コロナに負けな

衛隊高等工科学校を受験し見事合格、現在は第３学年になりまし

援していきたいと思います。

孫は平成から令和に変わる時期に高校受験の練習として陸上自

長井 弘美

いで、これからの次世代自衛官を応

DEFENSE WORLD 22

65

