
創刊号
発足の賦

初代会長に大村元航空幕僚長　－奉仕の精神を忘れずに－
　会長就任挨拶

記念祝賀会盛大に
　臼井防衛庁長官祝辞
　エバハート第五空軍司令官祝辞
　航空幕僚長祝辞
　乾杯の挨拶　日米ネービー友好協会　吉田会長
　米太平洋空軍司令官ローバー大将から大村会長に寄せられた祝辞
　米空軍協会スミス会長から大村会長に寄せられた祝辞

平成8年度事業計画（抜粋）

発足後の活動（米軍基地訪問）

入会御案内

第2号
【だより】第2号の発行にあたって（大村会長）

JAAGA一年の歩み

在日米軍司令官エバハート中将が講演　－米空軍の展望－

会長等による米空軍基地訪問　－協会発足の挨拶と表敬－

日米統合実働演習を激励！

JAAGA研修旅行に参加して（横田、嘉手納、那覇）

ローバー大将一行が訪日　－JAAGA歓迎レセプション－

JAAGAシンボル（ロゴ）マークの募集案内

『米国で初展示』　－ブルーインパルス－

個人賛助会員（一般）募集御案内

女性ファイターパイロットがコープ　ノースに参加　－西空・3基地のフェアウェルパーティ
で激励－

第3号
第2回総会（設立一周年）　－二代目会長に鈴木昭雄元空幕長を選出－

新会長就任挨拶

防衛庁長官祝辞（久間長官）

入会御案内

平成8年度決算報告書

平成9年度事業計画

米太平洋空軍及び在日米軍／第五空軍　司令官の交代

JAAGAシンボルマークの土台決まる

総会記念講演　『我々はなぜ嘉手納に』　－心打つ真摯な基地周辺への配慮－　米空
軍18航空団司令ベーカー准将

前空軍参謀総長講演　『湾岸戦争の教訓』　－元空軍大将　マックピーク氏－

米空母（インデペンデンス乗艦体験記）

在日米軍部隊の紹介　－（その1）在日米軍司令部
　太平洋空軍全般組織
　在日米軍司令部

JAAGAだより目次

H8.10.1　（8ページ、白黒）

H9.5.20　（8ページ、白黒）

H9.10.20　（14ページ、白黒）



在日米軍空軍基地のトピックス
　横田（日米友好デー、救難活動、エアフォース・ボール）
　嘉手納（平和の園）
　三沢（米空軍創立50周年記念式典、小川原湖にキャビン）

第4号
WELCOME TO MISAWA, YOKOTA AFB　－WORLD FINEST MILITARY
COMMUNITY－
　貴重な体験
　三沢・横田研修所見

未来志向の共有を　米空軍ベーシック・ドクトリンの変化を見て　JAAGA理事長

横田基地で「Airlift Tatoo」（エアリフト・タトゥー）

福生・横田友好交流クラブ新春祝賀会（Fussa-Yokota Goodwill Exchange Club）
JAAGA主催の第1回ゴルフ大会　空自現役チームが優勝

在日米軍空軍基地のトピックス
　横田：地域社会との定期交流、大雪の中で基地交流
　嘉手納：少年少女の文化交流
　三沢（三沢基地での日米新年祝賀会）

コープノースを激励

KEEN EDGE '97
初の個人賛助会員（一般）に小笠原氏

JAAGA会員の皆様へ

第5号
第3回　総会・懇親会開催　－講演は杉山前統幕長－

平成9年度事業報告書

平成9年度決算報告書

平成10年度事業計画書

平成10年度予算

JAAGA平成10年度役員

OSW派遣留守家族に対する慰労

横田基地「友好パーク」開園式

第5空軍副司令官ラフォンテーン准将離日

在日米空軍基地のトピックス
　横田：米空軍参謀総長 Gen.Michael Ryan 横田基地へ立ち寄り
　嘉手納：地元と嘉手納基地との親善協議会設立

航空自衛隊の9年度日米共同訓練実施状況　－実施規模は例年並・着実な成果

JAAGAも7基地で激励・慰問－

　1　訓練別実施概要

　2　小規模日米共同訓練地域別実施回数

　3　日米共同統合指揮所演習（10年2月）への参加

　4　主な成果
日米幹部の相互派遣

航空自衛隊第5術科学校における生活について　－第5術科学校受け入れ教官オデ
ガード少佐の所感文（本人が自ら日本語で書いたもの）

在日米軍部隊の紹介　－（その2）第5空軍司令部

在日米空軍基地の主要公開行事予定
　三沢基地、横田基地、嘉手納基地

安全保障に関する日米関係

JAAGA会員の皆様へ

H10.7.28　（14ページ、白黒）

H10.3.25　（8ページ、白黒）



第6号
在日米軍司令官を迎えての講演会開催　－日米安保の見通し－

横田基地の4隊員を表彰

米空軍嘉手納基地優秀隊員表彰

空自5隊員に善行顕彰を贈呈　－三沢F-16事故で献身的な救助活動－

「My Japanese Family」　故シンプソン大尉夫人から礼状　－親愛なる日本の皆様方
へ－
太平洋空軍司令官交代式

横田基地司令離日に伴う送別会

三沢基地司令交代に伴う行事

OSW派遣留守家族に対する慰労

NCO Exchange Programに支援金

第2回SPORTEXゴルフ大会　米空軍チームが優勝

前第5空軍司令官エバーハート大将夫妻来日

日米ネービー友好協会懇親会へ参加

松本氏、小沢氏に感謝状贈呈

日米幹部の相互派遣（第2回）　「航空自衛隊第1術科学校における生活について」

在日米軍部隊の紹介　（その3）第18航空団（嘉手納基地）

個人賛助会員（一般）の紹介

在日米空軍基地のトピックス
　横田、三沢、嘉手納の指揮官交代に伴う経歴紹介
安全保障に関する日米関係

JAAGA会員の皆様へ

第7号
スペースシャトル元船長が講演　－ボールデン海兵隊少将を迎えて

日米下士官相互部隊研修　－JAAGAから支援

第5空軍副司令官スティーブンソン准将からの礼状

JAAGA会長米空軍サウジ派遣部隊を慰労

九州地区で日米共同訓練　－米空軍、地域住民と友好の輪－　－JAAGA3基地で激
励・慰問－

安全保障に関する日米関係

JAAGA会員の皆様へ

第8号
第4回　総会・懇親会開催　－三代目会長に石塚勲元空幕長を選出－　－講演は「中東
における航空監視活動」

石塚新会長就任挨拶

平成10年度事業報告書

平成10年度収支決算報告書

平成11年度事業計画書

平成10年度収支予算

会則の改正

平成11年度JAAGA役員

総会記念講演　「中東における航空監視活動」（第5空軍第605情報隊長）

空自、グアムで初の日米共同訓練　－新しい1ページにJAAGAも激励金で支援

10年度日米共同訓練実施状況　－空自機延1,880機、米軍機延1,190機が参加－　－

JAAGAも4基地で激励・慰問

H10.12.8　（16ページ、白黒）

H11.3.31　（8ページ、部分カラー）

H11.7.28　（20ページ、白黒）



日米幹部の相互派遣　－在空自米空軍幹部への支援

所感文　－航空自衛隊飛行開発実験団における生活について

法人賛助会員　横田基地を研修　－在日米軍司令官ホール中将のホスピタリティーに一
同感激－　－貴重な体験を通じ在日米軍の理解に大きく寄与

在日米空軍基地トピックス
　第5空軍副司令官が交代：第5空軍副司令官スティーブンソン准将送別会、第5空軍副
司令官にゴレンス大佐が着任
第5空軍司令部改編

安全保障に関する日米関係

ワンポイントQ&A
　JAAGAとは？　協会の運営は？　私も参加できますか？

JAAGA会員の皆様へ

第9号
在日米軍司令官兼第5空軍司令官交代　－へスター空軍中将が着任、前司令官ホール
中将は退役

司令官交代式における　米太平洋軍司令官　ブレア海軍大将式辞（要旨）

司令官交代式における　米太平洋空軍司令官　ギャンブル空軍大将式辞（要旨）

新司令官　へスター中将着任の挨拶

前司令官　ホール中将離任の挨拶（要旨）

ポールＶ．へスター中将略歴

ホール中将送別会を実施

石塚会長、JANAFA懇親会に出席

米空軍Air Force Ballで日米隊員を表彰　【横田基地】、【三沢基地】、【嘉手納基地】

日米親善ゴルフ大会－SPORTEX’99－　団体優勝は航空自衛隊チーム

「第1回日米空軍友好親善ゴルフミート in 沖縄」に参加して

日米幹部の相互派遣
　航空医学実験隊　米空軍中佐　Andrew Tong
　航空自衛隊幹部学校　米空軍中佐　Andrew Uehara
JAAGA講演会実施　会長が境港市で講演

講演等の要望を募ります　「安全保障に関する日米関係」等

会員募集

ワンポイントQ&A
　JAAGAとは？　協会の運営は？　私も参加できますか？

原稿募集

第10号
JAAGA主催で　第5空軍司令官（在日米軍司令官）　へスター中将の講話　実施
　－コソボにおける航空作戦の教訓について－
　質疑応答

JAAGAにスポークスマンとしての役割を期待　－在日米軍司令部広報部長　米空軍大
佐　ジャネット・ミニック

日米下士官相互部隊研修（NCO Exchange Program）　－JAAGAから支援－

日米幹部の相互派遣
　在空自米空軍幹部への支援
　第4術科学校 Capt. Fred H. Taylorからの礼状

石塚会長　原子力潜水艦で海中に潜る

新入会員の紹介

原稿募集

H12.3.31　（14ページ、白黒）

H11.11.30　（16ページ、白黒）



後援会の要望を募ります「安全保障に関する日米関係」等

「だより」バックナンバー

会員募集

ワンポイントＱ＆Ａ
　JAAGAとは？　協会の運営は？　私も参加できますか？

第11号
第5回　総会・懇親会開催　－三沢と沖縄にJAAGA支部を結成－　－特別記念講演は

「WILD WEASELS」－
平成11年度事業報告書

平成11年度収支決算報告書

平成12年度事業計画書

平成12年度事業予定表

平成12年度収支予算

会則の改正

JAAGA役員

特別記念講演　「WILD WEASELS」 Commander, 35th Fighter Wing, B.Gen.
Stephen G. Wood
賛助会員基地研修　「任務の重要性と地元対策への配慮」を理解　－那覇・嘉手納・横
田基地を訪問－

　所感文

11年度日米共同訓練実施状況

　F-15、E-2Cがグアム島で初の日米共同訓練を実施　JAAGAも訓練参加者を激励・慰
問

お詫びと訂正

グアムで2回目の日米共同訓練

　空自F-15を10機派遣しF-16と初対戦　JAAGA会長が激励

米空軍第35戦闘航空団司令の指揮官交代式に出席して

投稿広場

日米ネービー友好協会（JANAFA）懇親会

講演等の要望を募ります　「安全保障に関する日米関係」等

新入会員の紹介

原稿募集

会員募集

ワンポイントQ&A
　JAAGAとは？　協会の運営は？　私も参加できますか？

第12号
在日米軍部隊指揮官交代　CHANGE OF COMMAND
　第35戦闘航空団司令（三沢）にアターバック准将

　第18航空団司令（嘉手納）にノース准将

ノース准将着任挨拶

ゲーリー　L．　ノース准将略歴

ロイド　S．　アターバック准将略歴

講演等の要望を募ります　「安全保障に関する日米関係」等

JAAGAが日米隊員を表彰

米空軍創立記念式典（AIR FORCE BALL）でUSAF隊員5名、空自隊員2名を表彰
　三沢基地　横田基地　嘉手納基地

H12.7.27　（18ページ、白黒）

H12.11.28　（12ページ、白黒）



日米親善ゴルフ大会　SPORTEX’2000
　格好の秋晴の下、和やかに腕を競い懇親を深める

原稿募集

日米共同訓練／コープノース00-2
　九州地区で戦技技量の向上と親善を深める　JAAGAも激励・慰問
新入会員の紹介

投稿広場　「つばさ会」訪米団同行所感

会員募集

ワンポイントQ&A
　JAAGAとは？　協会の運営は？　私も参加できますか？

第13号
第18航空団司令　ノース准将が講演　「在沖縄米空軍と朝鮮半島を巡る航空情勢につ
いて」

特別寄稿　－へスター中将からの手紙　（※注：えひめ丸とUSSグリーンビル号の衝突事
故関連）

原稿募集

正会員基地研修　－在日米軍の駐留と役割を再認識－　－伊藤公雄氏を団長に22名
が横田基地を研修－
研修参加者所感
　横田基地今昔、　横田基地研修参加記－主として在日米軍の駐留と役割について－

賛助会員　三沢基地を研修　（※注：三沢基地AFAメンバーとの昼食会も実施）

研修所感

マサコ・サールス女史（マギーさん）が退職、離日
　－長年に亘り歴代司令官を補佐・絶大の信頼－　－防衛庁長官から感謝状／JAAGA
も記念品

JANAFA定例レセプション　－石塚会長が出席、乾杯の音頭－

ピーターズ米空軍長官　横田基地立ち寄り　－石塚JAAGA会長と力強い握手－

投稿広場　－ハーテンさん（ハーテンバーガー元米空軍大佐）へお見舞い状を！

講演等の要望を募ります　「安全保障に関する日米関係」等

新入会員の紹介

会員募集

ワンポイントQ&A
　JAAGAとは？　協会の運営は？　私も参加できますか？

第14号
JAAGA　創立5周年

　日米友好のかけはし　－・着実に拡充するJAAGAの活動　・期待が広がるJAAGAの
役割　・軸足固め更なる前進をめざす－　高い奉仕の精神がささえ

創立5周年を記念して　会長　石塚　勲

創立5周年記念行事　－記念講演・祝賀会を盛大に実施－

記念講演　「日米同盟は不可欠である」　駐日米国大使館首席公使　リチャード・クリステ
ンソン（代理：在日米軍司令官　へスター中将）

記念祝賀会
　（中谷　元）防衛庁長官祝辞、（遠竹）空幕長祝辞、在日米軍司令官へスター中将祝
辞、米空軍参謀総長ライアン大将からのメッセージ、エバハート大将祝辞

平成13年度（第6回）年次総会開催　－5周年を機に新たな飛躍をめざして事業計画、予
算などを採択

帝京大学生が米軍基地を訪問　－研修・ディスカッション等で相互理解に多大の成果－
－JAAGAがスポンサー、充実発展させながら継続－

H13.3.30　（20ページ、白黒）

H13.7.30　（24ページ、白黒）



横田基地見学所見

特別寄稿　－帝京大学生の横田基地研修に寄せて　在日米軍司令官兼第5空軍司令

官　空軍中将　ポール　E．へスター

講演等の要望を募ります　「安全保障に関する日米関係」等

日米幹部の相互派遣
　相互派遣の現況、在空自米空軍幹部への支援
JANAFA　10周年記念

平成12年度日米共同訓練実施状況

　昨年度に続きグアム島で日米共同訓練を実施、JAAGAも訓練参加者を激励・慰問

沖縄で日米下士官交流会

原稿募集

「私に勝利を、もし勝てなくとも、私に挑戦への勇気を」　嘉手納基地でスペシャルオリン
ピック　－JAAGAも助成金を贈呈し大会を支援＝

新入会員の紹介

会員募集

第15号
（特別寄稿）米国における同時多発テロ　「テロと日米同盟」　JAAGA会長＆在日米軍司
令官

「今こそ同盟の証を」　会長　石塚　勲

講演等の要望を募ります　「安全保障に関する日米関係」等

「不屈の自由」作戦　へスター司令官

CHANGE OF COMMAND　在日米軍（米第五空軍）司令官交代

ワスコー中将着任挨拶

〈へスター中将送別会〉　強く感じた「日米友情の絆」を胸に　日本大好きのリンダ夫人も
感慨無量

横田基地司令交代　－後任にスターンズ大佐－

〈ザムゾウ大佐送別会〉　－JAAGAが主催で－

JAAGAの活動に貢献された　在日米軍司令部広報部長交代（ジャネット・ミニック米空
軍大佐）

平成13年度　日米隊員の表彰　－USAF 3名、JASDF 4名の隊員を表彰－

アフガン難民救援　－空自C-130が航空輸送の任務を完遂－

テロの影響で大学生の米軍研修中断　－日米とも、再開を熱望ー

新入会員の紹介

原稿募集

会員募集

ワンポイントQ&A
　JAAGAとは？　協会の運営は？　私も参加できますか？

第16号
JAAGA講演会　「激動する国際情勢と航空自衛隊の活動について」　－空幕防衛部長
（永岩空将補）の講演を熱心に聴講－

特別寄稿　「JAAGAの皆様に」　第5空軍司令官　空軍中将　トーマス　C．ワスコウ

講演等の要望を募ります　「安全保障に関する日米関係」等

投稿　「米空軍特殊作戦軍司令官交代式への参列記」

新入会員の紹介

USAF ＆ JASDFの相互交流を応援

　日米幹部の相互派遣　NCOの相互部隊研修
会員募集

H13.11.30　（16ページ、白黒）

H14.3.28　（12ページ、白黒）



ワンポイントQ&A
　JAAGAとは？　協会の運営は？　私も参加できますか？

原稿募集

第17号
第7回　総会・講演会・懇親会実施
　ワスコー中将が日米関係の深化を強調（講演）
　防衛庁長官はじめ多数が参加（懇親会）

平成13年度事業報告

平成13年度収支決算報告書

平成14年度事業計画

平成14年度事業予定表

平成14年度収支予算

会則の改正　（※注：設立時以降の米第5空軍司令官で会長の入会要請を受諾したもの
を名誉会員に）

役員の選任

JAAGA講演会　「テロ事件以降の日米安全保障関係の現状と将来」　在日米軍司令官
ワスコー中将

「JAAGA　トークス」トライアルで多大な成果！！

　米側／継続開催を熱望・JAAGAに強い期待　（※注：JAAGAメンバーと在日米軍主
要幹部の間での、基地対策に関するセミナーを実施）

投稿　「嘉手納スペシャルオリンピックに参加して」　－600名のアスリートと2000名以上
のボランティアが参加、熱意に感動－

在日米軍部隊指揮官交代　－第18航空団司令（嘉手納）にレミントン准将－

賛助会員沖縄基地研修　精強な部隊に深く感銘

所感文

お知らせ　－待望のJAAGAホームページ開設（URL：
http:///www.bouei.com/groups/jaaga/）
新入会員の紹介

第18号
歴代米第5空軍司令官がJAAGA名誉会員に

　JAAGAの創設、発展、活動に寄与された6名の方々に名誉会員証を贈呈
　（デービス元空軍大将、ホーリー元空軍大将、マイヤーズ空軍大将、エバハート空軍大
将、ホール元空軍中将、へスター空軍中将）

名誉会員証の贈呈
　ジャンパー空軍参謀長からの返書

三沢支部から　「米軍指揮官交代式典に参加して」

三沢基地に勤務して　アターバック准将（前第35戦闘航空団司令）

上智大学大学院生が米軍基地を訪問
　思索の秋を更に深めた横田研修　－随所にうかがわれたワスコー中将の思い－

所感文

日米親善　SPORTEX’02 Golf Tournament　2年ぶりの開催、表彰式で拍手と歓声

　JAAGA SPORTEX’02　表彰者名簿

講演等の要望を募ります　「安全保障に関する日米関係」等

JAAGA AWARD’02　－USAF5名、JASDF4名の隊員を表彰－

「つばさ会訪米団」に参加して・・・　心暖まる歓迎に感謝！

新入会員の紹介

JAAGAホームページ　URL：http:///www.bouei.com/groups/jaaga/

H14.7.31　（20ページ、白黒）

H14.11.29　（16ページ、白黒）



会員募集

ワンポイントQ&A
　JAAGAとは？　協会の運営は？　私も参加できますか？
原稿募集

第19号
「コロンビア」の事故に想う　－空に生きるものたちからのレクイエム－会長　石塚　勲
　石塚会長からの弔慰文、第5空軍司令官からのメッセージ、各名誉会員からのメッセー
ジ

JAAGA講演会：中東情勢　－藤井空幕調査部長の熱弁、参会者を魅了－

東京都防衛協会青年部横田基地研修　－熱心な研修・活発な質疑応答－

横田基地見学を終えて

横田基地研修会に参加して

会員募集

正会員基地研修　「緊張高まる横田基地で暖かい歓迎」　伊藤英彦氏を団長に22名が
横田基地を研修

ワスコー司令官主催夕食会での伊藤英彦団長挨拶　（在日米軍司令官公邸）

研修所感

日米相互交流支援　－有意義な日米NCOの相互交流－　JAAGAの支援にワスコー司
令官からも謝意

JAAGAホームページ　URL：http:///www.bouei.com/groups/jaaga/
日本での活躍を期待し、米空軍派遣将校を支援
　バージェス少佐からのお礼状

第5空軍の任務　－ウォータース准将（前第5空軍副司令官）－

新入会員の紹介

第20号
第8回　年次総会・懇親会実施　－役員交代：会長は石塚氏から村木氏へ－レミントン米

第18航空団司令が記念講演

石塚勲前会長の退任挨拶

村木鴻二新会長就任挨拶

記念講演概要　「航空宇宙遠征軍における第18航空団の運用について」

講演等の要望を募ります　「安全保障に関する日米関係」等

平成14年度事業報告

平成14年度収支決算報告書

平成15年度事業計画

平成15年度事業予定表

平成15年度収支予算案

役員の選任

原稿募集

コープ・ノース参加隊員を激励　－空中給油訓練も課目に！－

新入会員の紹介

第21号
第374空輸航空団司令兼横田基地司令の交代式　－新司令にマーク・シスラー大佐着
任

帝京大学でJAAGA理事講演　－大学ゼミではじめて、活発な質疑応答－

ラーセン准将「虎ノ門道場」に登場！　－在日米軍副司令官の講演－

H15.7.29　（16ページ、白黒）

H15.11.28　（10ページ、白黒）

H15.3.27　（16ページ、白黒）



シビックリーダーツアーに参加して　－米軍に対する地域有識者の理解深まる－

講演等の要望を募ります　「安全保障に関する日米関係」等

「つばさ会／JAAGA訪米団」に参加して　－暖かい友情と支援に感謝！－

第8回ウェルカム・マリーン・プログラム（WMP）に参加して

新入会員の紹介

会員募集

ワンポイントQ&A
　JAAGAとは？　協会の運営は？　私も参加できますか？

原稿募集

第22号
イラクへの自衛隊派遣と日米同盟

帝京大学生の横田基地研修　－修士課程学生を含む志方ゼミの学生28名が横田基地
を研修－

横田基地訪問の所見

横田基地見学に関する所見

講演等の要望を募ります　「安全保障に関する日米関係」等

日米交歓　SPORTEX’03 Golf Tournament
JAAGA　AWARD’03　－新しい舞台で日米隊員の表彰を実施－

日米NCO相互交流支援　－益々充実する日米NCOの相互交流－　JAAGAの支援に
対し、米先任下士官から丁重な礼状
　第5空軍先任下士官からの礼状（抄訳）

福生・横田交流クラブ新年会に出席して

ジャクソン退役大佐を囲む晩餐会に出席して

「日本国家戦略研修所」による勉強会　－　当協会の会員が実施した日米安全保障啓蒙
活動の一端を紹介－

新入会員の紹介

会員募集

ワンポイントQ&A
　JAAGAとは？　協会の運営は？　私も参加できますか？
原稿募集

第23号
16年度（第9回）年次総会・懇親会
　役員交代：副会長に後藤氏、副理事長に山口氏など
　織田空幕防衛部長の講演に満座の大拍手

記念講演概要　－空幕防衛部長「日米共同の現状と課題」

平成15年度事業報告

平成15年度収支決算報告書

平成16年度事業計画

平成16年度事業予定表

平成16年度予算

役員の選任

講演等の要望を募ります　「安全保障に関する日米関係」等

JAAGA三沢基地研修　－日米の戦闘航空団の活動に感銘－

米軍三沢基地等研修の感想

三沢基地研修

三沢基地研修を終えて

新入会員の紹介

H16.3.29　（14ページ、白黒）

H16.7.28　（18ページ、白黒）



会員募集

ワンポイントQ&A
　JAAGAとは？　協会の運営は？　私も参加できますか？
原稿募集

第24号
航空自衛隊創立50周年記念講演会・懇親会　－回顧と展望・会場満杯新たな50年とも
に祝う－

空自50周年へ、デービス大将から書簡

5空軍司令官ワスコー中将を送る夕べ　－多大な貢献に感謝・7人目の名誉会員に－

在日米軍広報部長ウォージンスキー大佐、帝京大で講演　－初めての大学訪問－

講演等の要望を募ります　「安全保障に関する日米関係」等

日米交歓　SPORTEX’04A Golf Tournament
日米共同訓練参加部隊を激励

新生つばさ会／JAAGA訪米団に参加して　－USTRANSCOM & AMCを訪問！－
心温まる大歓迎に感謝！

米空軍三沢基地タットル空軍曹長に感謝状

三沢支部会員、米軍人の青森ねぶた参加を支援

新入会員の紹介

会員募集

ワンポイントQ&A
　JAAGAとは？　協会の運営は？　私も参加できますか？
原稿募集

第25号
在日米軍司令官兼第5空軍司令官交代式
　ライト空軍中将が着任・ワスコー司令官は退役

前司令官ワスコー中将離任の挨拶（要旨）

新司令官　ライト中将着任の挨拶（要旨）

ブルース A. ライト中将略歴

JAAGAの在沖縄日米基地研修

講演等の要望を募ります　「安全保障に関する日米関係」等

米空軍嘉手納基地研修の感想

日米優秀隊員表彰　－平成16年度JAAGA賞決定、在日米空軍各基地において感謝
状と記念品贈呈－

日米交歓　SPORTEX ’04B Golf Tournament
原稿募集

在日米軍司令官主催クリスマス・パーティー　－JAAGAから伊藤副会長等が参加－

平成17年　福生・横田交流クラブ新年会に参加

新入会員の紹介

会員募集

第26号
平成17年度　年次総会・懇親会
　役員交代：副会長に山口・細氏、監事に吉川氏、理事長に竹河内氏など
　ライト在日米軍司令官が講演

平成16年度事業報告

16年度決算報告書

平成17年度事業計画

H17.3.29　（16ページ、白黒）

H17.7.26　（16ページ、白黒）

H16.11.29　（14ページ、白黒）



平成16年度予算

役員の選任

講演等の要望を募ります　「安全保障に関する日米関係」等

第374空輸航空団司令兼横田基地司令　－スコット P. グッドウィン大佐着任

「コープ・サンダー05」部隊を激励　－訓練参加部隊を激励、訓練指揮官の宮川1佐から
礼状届く

コープ・サンダー訓練参加部隊からの礼状

SPORTEX’05Aの実施結果の概要

05嘉手納スペシャル・オリンピックスに参加

JAAGA会員林昭彦氏、ヨットで世界一周の壮途に

新入会員の紹介

会員募集

ワンポイントQ&A
　JAAGAとは？　協会の運営は？　私も参加できますか？

原稿募集

第27号
正会員の横田基地研修　－大串団長以下15名、参加－

第35戦闘航空団司令兼三沢基地司令　サルバトーレ A. アンジェレラ大佐着任

新生つばさ会／JAAGA訪米団に参加して　－名誉会員制度の有難さを痛感－

05横田基地日米友好祭

05シビック・リーダー・ツアーに参加して

講演等の要望を募ります　「安全保障に関する日米関係」等

平成17年度日米下士官交換プログラム支援

日米下士官交換プログラム－空自側に対しても支援開始

05コープ・ノース（グアム）訓練参加部隊から礼状

青森ねぶた祭参加支援

ねぶた祭参加支援の礼状

米空軍三沢基地が優秀部隊表彰を受賞　－在米日本大使館佐藤2佐から連絡－

在日米軍広報部長ウォーゼンスキー大佐退役

リバティ号だより　No.1
新入会員の紹介

会員募集

ワンポイントQ&A
　JAAGAとは？　協会の運営は？　私も参加できますか？
原稿募集

第28号
平成17年度日米優秀隊員表彰　－平成17年度日米優秀隊員表彰受賞者を決定－各
基地において表彰

嘉手納基地での表彰式

横田基地での表彰式

三沢基地での表彰式

SPORTEX'05B　大成功裏に終了

JAAGAの三沢基地研修

「北の守りの要　三沢基地研修」

三沢基地研修感想

H17.11.21　（16ページ、白黒）

H18.3.30　（16ページ、白黒）



米空軍軍人の日光研修　－高柳氏の支援により5空軍副司令官夫妻をはじめとする米軍
人等が日光を研修

ライト中将招待のクリスマス・パーティ

横田基地司令招待のクリスマス・パーティー

嘉手納基地司令主催のクリスマス・パーティー

平成18年度福生・横田交流クラブ新年会に参加

10周年記念行事のお知らせ　－7月11日GH市ヶ谷で－　マイヤーズ前統参議長の講
演ほか

講演等の要望を募ります　「安全保障に関する日米関係」等

新入会員の紹介

会員募集

ワンポイントQ&A
　JAAGAとは？　協会の運営は？　私も参加できますか？
原稿募集

第29号
第11回総会・講演会・懇親会　－4月27日（木）、平成18年度JAAGA年次総会がグラン
ドヒル市ヶ谷において、講演会、懇親会とともに開催された。－
竹河内新会長　就任挨拶

村木鴻二元会長　退任挨拶

平成17年度事業報告

平成17年度収支決算報告書

平成18年度事業計画

平成18年度事業予定表

平成18年度収支予算

JAAGA10周年記念行事関係経費

役員の選任

JAAGA会則の一部改正（試行）について

在日米軍司令官ライト中将を表敬　－5月22日、会長及び理事長がライト司令官を表敬
訪問した。－

SPORTEX’06Aを開催　－6月2日、本年第1回SPORTEX’06Aが日米77名の参加を得
て開催－

平成18年度の米空軍軍人の日光研修　－平成18年5月16日及び17日、第5空軍司令

部装備部長他5名が日光方面を研修した。－

ワンポイントQ&A
　JAAGAとは？　協会の運営は？　私も参加できますか？

米空軍第730機動中隊、入間基地研修支援　－5月16日ヘアー大佐他13名第2輸送航
空隊を研修－

06関東スペシャル・オリンピックス（横田）観戦記

06嘉手納スペシャル・オリンピックスに出席して

コープ・ノース（グアム）訓練参加隊員を激励

新入会員の紹介

会員募集

第30号
協会創立10周年記念行事　－7月11日（火）グランドヒル市ヶ谷にて盛大に開催－
　記念講演会、感謝状贈呈式、祝賀会、企業展示

H18.11.27　（20ページ、白黒）

H18.7.28　（20ページ、白黒）



JAAGA10周年記念講演

 The Threat from Violent Extremism-WWX　（暴力的過激主義の脅威・世界大戦

WWX）

　講師：前米統合参謀本部議長　リチャード・B・マイヤーズ元空軍大将

竹河内会長によるマイヤーズ氏の紹介

感謝状贈呈式における竹河内会長挨拶

祝賀会における竹河内会長挨拶

06コープ・サンダー訓練参加部隊を激励　－米国アラスカ州における訓練に激励金－

3回目の青森「ねぶた祭り」参加を支援－三沢支部が米軍三沢基地軍人・家族を招待-

06米空軍三沢基地スペシャル・オリンピックス　－当協会から寄付金を提供－

第374任務支援群司令リー O. ワイアット大佐着任　ー理事等が交代式に列席－

平成18年度「新生つばさ会／JAAGA訪米団」に参加して　－AFA年次総会に併せ、ネ
リス空軍基地等を訪問－

06横田基地日米友好祭　－レセプションに、理事等が出席－

横田基地エア・フォース・ボール’06　－米空軍創設59周年記念行事に、理事等が参加
－
平成18年度、賛助会員の横田基地研修　－法人賛助会員20名、個人賛助会員6名参
加－

リバティ号だより（7月21日）

新入会員の紹介

会員募集

第31号
平成18年度日米優秀隊員表彰
　－三沢基地における表彰－嘉手納基地における表彰－－横田基地における表彰－

平成18年度日米下士官交換プログラム支援
　－航空幕僚監部人事教育部長に支援金贈呈－－ライト司令官に支援金贈呈－

第35戦闘航空団司令交代式　－オショーネシィ大佐が着任－

恒例となったSPORTEX、成功裏に終了　－多摩ヒルズにて友好親善－

クリスマス・パーティ－　－ライト中将主催のホリディ・オープン・ハウス－

07横田基地友好団体賀詞交換会　－横田基地と4クラブ合同による新年会－

賛助会員の空自・那覇基地及び米軍・嘉手納基地の研修　－両基地の活動状況に深い
感銘－

那覇基地及び嘉手納基地研修の所感

那覇基地／嘉手納基地研修の所感

大学生の横田基地研修　－獨協大学生による研修を支援－

横田基地を訪問して

米軍基地視察の感想

新入会員紹介、会員募集

会員募集

第32号
平成19年度JAAGA年次総会　－5月9日（水）、グランド・ヒル市ヶ谷で開催－
　総会、講演会、懇親会

平成18年度事業報告

平成18年度収支決算報告書

10周年記念行事費

平成19年度事業計画

平成19年度収支予算

H19.3.29　（16ページ、白黒）

H19.7.26　（20ページ、一部カラー）



日米エアフォース友好協会会則の一部改正

役員の選任

原稿募集

空自と米空軍の相互運用性の強化　－第5空軍司令官ブルース A. ライト中将－

（JAAGA講演会（2007.5．9））
“Strengthening of Interoperability between JASDF and USAF”
07日米共同救難訓練（コープエンジェル）を激励

07日米共同訓練（コープ・ノース・グアム）を激励

07関東スペシャル・オリンピックス（横田）

07嘉手納スペシャル・オリンピックス

SPORTEX’07A開催　－6月1日、日米82名が参加し友好の絆を深める。トーマス N. ハ
セベ氏に、協会から感謝状を贈呈－

新入会員紹介

会員募集

編集後記（※注：HP充実・経費節減等から年2回の発行。表紙をカラー化（年1回））

第33号
平成19年度第2回JAAGA講演会　－空幕防衛部長　平田空将補「米軍の変革と空自
の防衛力整備」

第374空輸航空団司令兼横田基地司令交代　－ジョン F. ニューウェル大佐着任－

名誉会員・エバハート元空軍大将の歓迎懇親会

第5空軍司令官ライト中将の歓送会

「新生つばさ会／JAAGA」による訪米研修に参加して　－AFA年次総会へ参加、太平
洋空軍司令部・ネリス空軍基地等を訪問－

賛助会員の横田基地研修

横田基地研修所感

賛助会員の三沢基地研修

三沢基地研修所感

レッド・フラッグ・アラスカ演習参加部隊の激励

コープ・ノース・グアム訓練参加部隊の激励

米軍人の日光研修

三沢スペシャル・オリンピック

米軍人の青森「ねぶた」参加

横田基地日米友好祭’07
横田基地エア・フォース・ボール’07
三沢基地エア・フォース・ボール’07
374空輸航空団司令主催のオープンハウス

嘉手納基地司令主催のオープンハウス

08横田基地と5クラブ合同新年会

新入会員紹介

会員募集

JAAGA　事務所設置の連絡（※注：H20.3.31限り港区新橋の私書箱を閉鎖、H20.1.1
から住所を新宿区市谷砂土原町KSKビルの事務所とする。）

第34号
最近の動き
　総会、懇親会、在日米軍兼第5空軍司令官交代式、日米隊員表彰式

JAAGA会長交代　－遠竹新会長　就任挨拶－－竹河内前会長　退任挨拶－

H20.2.28　（20ページ、白黒）

H20.7.23　（28ページ、一部カラー）



在日米軍司令官交代、ライト中将からライス中将へ

平成20年度JAAGA年次総会

　総会、講演会（「The Professional Airman」ライス中将）、懇親会

平成19年度日米優秀隊員表彰

空自那覇基地での表彰式

空自三沢基地での表彰式

米軍横田基地での表彰式

原稿募集

SPORTEX’07B開催　－雨の中、日米友好の絆を深める－

日米下士官相互交流を支援

08レッド・フラッグ・アラスカ演習参加を支援

08関東スペシャル・オリンピックス（横田）

ホスト・ファミリーを引き受けて

平成19年度事業報告

平成19年度収支決算報告書

平成20年度事業計画

平成20年度予算

正会員の年会費の一部改訂（※注：7回以上納入した正会員は4,000円に）

日米エアフォース友好協会会則の一部改正

役員の選任

新入会員紹介

会員募集

編集後記

第35号
JAAGA講演会：空幕運用支援・情報部長中島空将補

第5空軍司令官ライス中将を表敬

名誉会員へスター元大将歓迎昼食会

SPORTEX’08A開催

平成20年度・新生つばさ会／JAAGA訪米研修

正会員の横田基地研修

米空軍軍人の日光研修

08米国独立記念日、横田基地

米軍人の「ねぶた」参加を支援

08横田基地日米友好祭

第35戦闘航空団司令オショーネシィ大佐送別会

スペシャル・オリンピックスを支援
　－三沢基地－－嘉手納基地－

第5空軍副司令官への記念品贈呈

08エア・フォース・ボール
　－嘉手納基地－－三沢基地－－横田基地－

オープン・ハウス
　－ライス中将主催のオープンハウス－
　－横田基地司令ニューウェル大佐主催のオープン・ハウス－

ライス司令官に贈呈、日米下士官交流プログラム支援

横田基地と近隣市町交流クラブ合同開催新年会

新入会員紹介

会員募集

H21.2.27　（14ページ、白黒）



編集後記

第36号
平成21年度JAAGA年次総会

　－総会、講演会（The United States Air force on Okinawa（18航空団司令　ウィリ
アムズ准将）、懇親会－

平成20年度日米優秀隊員表彰

　－沖縄地区JAAGA表彰式－－関東地区JAAGA表彰式－－三沢地区JAAGA表彰
式－

日米共同訓練（コープ・ノース・グアム）を激励

日米共同救難訓練（コープ・エンジェル）を激励

平成20年度空自英語弁論大会を支援

平成20年度日米下士官交換プログラム支援

賛助会員の三沢基地研修

第5空軍副司令官アンジェレラ准将を表敬

SPORTEX’08B 開催

福生・横田交流クラブ創立20周年

第374空輸航空団司令兼横田基地司令の指揮官交代式

平成20年度事業報告

平成20年度決算報告

平成21年度事業計画

平成21年度事業予定表

平成21年度予算

日米エアフォース友好協会会則の一部改正

役員の選任

新入会員紹介

会員募集

編集後記（※注：年2回の発行時期：6月及び12月）

第37号
（※注：冒頭に目次挿入）

日米共同訓練参加隊員を激励

日米下士官相互部隊研修参加隊員を支援

米空軍軍人の日本文化研修を支援

スペシャル・オリンピックスを支援
　－横田基地－－三沢基地－

米空軍軍人及び家族のねぶた祭参加を支援

SPORTEX’09A開催

第18航空団司令離着任式に参加

第374空輸航空団ジョーダン最先任上級曹長送別会に参加

横田基地司令ヒックス大佐歓迎会に参加

米空軍協会（AFA）総会に参加

米独立記念日行事（横田基地）に参加

アメリカ・フェスト2009（嘉手納基地）に参加

横田基地日米友好祭に参加

エア・フォース・ボールに参加
　－横田基地－－三沢基地－

賛助会員の横田基地研修

H21.6.30　（22ページ、一部カラー）

H21.12.15　（16ページ、白黒）



寄稿　「米国における国家安全保障会議と国防省との関係」（平成19年から21年までの2
年間、ハーバード大学の客員研究員としてボストンに在住した永岩理事からの寄稿）

新入会員紹介

会員募集

編集後記

第38号
平成22年度総会・講演会及び懇親会

　講師：第5空軍副司令官アンジェレラ少将　「50年に亘る安全保障と協力態勢－軍事か

らみた2国間関係の進展：過去から現在－」

日米共同訓練参加隊員の激励

日米下士官相互部隊研修を支援

日米隊員表彰
　－沖縄地区表彰式－－関東地区表彰式－－三沢地区表彰式－

SPORTEX’09B開催

名誉会員マイヤーズ元大将来日

名誉会員ホール元中将を訪問

横田基地・米海兵隊ボール2009
ライス中将主催のオープンハウス

ヒックス横田基地司令送別会

JANAFAの定例秋季懇親会

横田友好クラブ合同新年会

JAAGA講演会　－統合幕僚監部運用部長齋藤空将－

賛助会員の那覇、嘉手納基地研修

「50 Years of SECURITY and COOPERATION」　講師：5空軍副司令官アンジェレ
ラ少将（和英文掲載）

平成21年度事業報告

平成21年度決算報告

平成22年度事業計画

平成22年度事業予定表

平成22年度予算

役員の選任

新入会員紹介

会員募集

編集後記

第39号
在日米軍兼第5空軍司令官にフィールド中将が着任　－ライス前司令官は航空教育訓
練軍団司令官へ－

レッド・フラッグ・アラスカ演習参加を激励

日米下士官相互部隊研修参加を激励

スペシャル・オリンピックスを支援
　－関東スペシャル・オリンピックス委員会から礼状－－スペシャル・オリンピックス（三沢）
を支援－

米軍人のねぶた祭参加を支援

SPORTEX’10A開催

横田基地司令にフェザー大佐が着任

ライス中将に名誉会員を委嘱

米国独立記念祭に参加

H22.6.29　（28ページ、一部カラー）

H22.12.14　（16ページ、白黒）



横田基地日米友好祭に参加

三沢基地エア・フォース・ボールに参加

正会員の横田基地研修

「つばさ会／JAAGA訪米団」に参加して

寄稿　「米国防省2010年「4年毎の国防計画見直し」について」寄稿者：織田邦男理事

新入会員紹介

会員募集

編集後記

第40号
平成23年度JAAGA総会開催

JAAGAから礼状送付　－東日本大震災に対する米軍の活動に対し感謝の意－

　第5空軍司令官への礼状
日米共同訓練参加隊員を激励

日米下士官相互部隊研修を支援

日米隊員表彰
　－沖縄地区表彰式－－関東地区表彰式－－三沢地区表彰式－

米空軍軍人の日光研修

横田基地司令主催のオープン・ハウス

フィールド中将主催のオープン・ハウス

横田基地と近隣市町友好クラブ合同新年会開催

平成22年度事業報告

平成22年度決算報告

平成23年度事業計画

平成23年度予算

役員の選任

新入会員紹介

会員募集

編集後記（※注：7月予定の創立15周年記念行事は、東日本大震災により中止。）

第41号
レッド・フラッグ・アラスカ演習参加隊員を激励

日米下士官相互部隊研修参加隊員を激励

米空軍軍人のねぶた祭参加を支援

関東スペシャル・オリンピックスを支援

スペシャル・オリンピックス（三沢）を支援

SPORTEX’11A開催

横田基地米国独立記念祭に参加

「つばさ会・JAAGA訪米団」参加報告

横田基地日米友好祭に参加

横田基地エアフォース・ボール／米空軍創設64周年祝宴に参加

JAAGA会員の横田基地研修

米空軍士官学校学生との交流会

新入会員紹介

会員募集

編集後記

第42号

H23.6.23　（18ページ、一部カラー）

H23.12.14　（10ページ、一部カラー）

H24.6.22　（24ページ、一部カラー）



吉田会長就任挨拶

平成24年度JAAGA総会開催

　－総会、講演会（「第5世代戦闘機」：第5空軍司令官兼在日米軍司令官　フィールド中
将）、感謝状贈呈式、懇親会－

日米共同訓練参加隊員を激励

日米共同救難訓練参加隊員を激励

日米下士官相互部隊研修を支援

日米隊員表彰
　－沖縄地区表彰式、関東地区表彰式、三沢地区表彰式－

SPORTEX’11B開催

横田基地・友好クラブ合同新年会

横田基地司令送別会

JAAGA講演会　－「日米共同の現状と課題」　統合幕僚監部防衛計画部長　尾上空将
補－

那覇、嘉手納基地研修

平成23年度事業報告

平成23年度決算報告

平成24年度事業計画

平成24年度予算

役員の選任

日米エアフォース友好協会会則の一部改正

故津曲義光氏を偲ぶ会について

新入会員紹介

会員募集

編集後記

第43号
航空総隊司令部等が横田基地に移転

米空軍演習レッド・フラッグ・アラスカ参加を激励

関東スペシャル・オリンピックスを支援

スペシャル・オリンピックス（三沢）を支援

SPORTEX’12A開催

米空軍軍人の青森ねぶた祭り参加を支援

第5空軍司令官にアンジェレラ空軍中将が着任

太平洋空軍司令官にカーライル空軍大将が着任

第374空輸航空団司令にオーガスト空軍大佐が着任

第35戦闘航空団司令にウィリアムス空軍大佐が着任

ラスティーン空軍准将の送別会に参加

横田基地米国独立記念祭に参加

横田基地フレンドシップ・フェスティバルに参加

横田基地エア・フォース・ボールに参加

JAAGA会員の横田基地研修

米空軍士官学校交換留学生のホスト・ファミリーに

フィールド空軍中将がJAAGA名誉会員に

「つばさ会・JAAGA訪米団」AFA総会参加等報告

「津曲義光先輩を偲ぶ会」に出席して

新入会員紹介

会員募集

H24.12.11　（16ページ、一部カラー）



編集後記

第44号
平成25年JAAGA総会開催
　－総会、講演会（「東アジアの安全保障環境への米軍の対応と国防予算削減の影響」：
5空軍司令官兼在日米軍司令官アンジェレラ中将）、懇親会－

グアムにおける日米豪共同訓練参加隊員を激励

平成24年度日米下士官相互部隊研修を支援

平成24年度日米優秀隊員表彰
　－沖縄地区表彰式－－関東地区表彰式－－三沢地区表彰式－
　－受賞者及び功績の概要－

SPORTEX’12B開催

横田基地賀詞交歓会

JAAGA講演会－「対領空侵犯措置の現状」空幕運用支援・情報部長　丸茂空将補－

賛助会員の三沢基地研修

平成25年度事業予定表

平成24年度決算報告

平成25年度予算

役員の選任

新入会員紹介

会員募集

編集後記

（各種写真）

第45号
レッド・フラッグ・アラスカ演習参加隊員を激励

日米下士官相互部隊研修（美保基地）を支援

スペシャル・オリンピックスを支援

SPORTEX’13A開催

米軍人の「ねぶた2013」参加を支援

第18航空団司令にジェームズ・ヘッカー准将着任

横田基地エア・フォース・ボール2013
JAAGA会員の横田基地研修

米空軍士官学校交換留学生のホスト・ファミリーに

「つばさ会／JAAGA訪米団」AFA総会参加等報告

【特集】日米幹部夫人交流「みどり会」活動紹介

新入会員紹介

会員募集

編集後記

（各種写真）

第46号
外薗新会長就任挨拶

平成26年度JAAGA総会開催

　－総会、講演会（「QDRに基づくアジア太平洋地域における米軍の活動について」：第

5空軍司令官兼在日米軍司令官　アンジェレラ中将）、懇親会－

グアムにおける日米豪共同訓練参加隊員を激励

日米下士官相互部隊研修を支援

H25.12.13　（16ページ、一部カラー、表題に英文併記）

H26.6.27　（32ページ、カラー）

H25.6.21　（24ページ、一部カラー）



平成25年度日米優秀隊員表彰
　－沖縄地区表彰式－－三沢地区表彰式－－関東地区表彰式－
　－受賞者及び功績の概要－

SPORTEX’13B開催

JAAGA講演会：空幕装備部長

平成25年度　那覇・嘉手納基地研修

特集　日米幹部夫人交流活動紹介

特集　米空軍士官学校だより

平成26年度事業予定表

平成25年度決算報告

平成26年度予算

平成26年度役員

新入会員紹介

会員募集

編集後記

米空軍／空自階級比較表

日米下士官交流写真

第47号
祝　航空自衛隊創設60周年

レッド・フラッグ・アラスカ演習参加隊員を激励

スペシャル・オリンピックスを支援
　－横田基地、三沢基地、嘉手納基地－

SPORTEX’14A開催

米軍人の「ねぶた2014」参加を支援

第35戦闘航空団司令 Col. Stephen C. Williams 送別会

第35戦闘航空団司令に Col. Timothy J. Sundvall 着任

第374空輸航空団司令に Col. Douglas DeLaMater 着任

太平洋空軍司令官に Gen. Lori J. Robinson 着任

横田基地エア・フォース・ボール2014
JAAGA会員の横田基地研修

米空軍士官学校交換留学生のホスト・ファミリーに

「つばさ会／JAAGA訪米団」AFA総会参加等報告

2014横田基地日米友好祭が開催

Waskow名誉会員夫妻歓迎会を開催

Myers名誉会員夫妻歓迎会を開催

名誉会員 Lt. Gen. Burton M. Fieldが退役

米空軍士官学校創設60周年

同盟国アメリカで日本を発信する　～これからは、世論戦だ～　“Walk in U.S.,Talk on
Japan”
米国防衛駐在官勤務を終え　－人的交流の重要性

新入会員紹介

会員募集

編集後記

第48号
平成27年度 JAAGA 総会開催

H26.12.12　（32ページ、カラー）

H27.6.26　（32ページ、カラー）



　－総会、講演会（第18航空団司令 Brig. Gen. Barry R. Cornish 「相互安全保障と
繁栄への貢献」、懇親会－

グアムにおける日米豪共同訓練参加隊員を激励

日米下士官相互部隊研修を支援

　－激励品を手交、空自隊員の米空軍部隊研修（三沢基地、横田基地、嘉手納基地）、
米空軍下士官の空自部隊研修（那覇基地、小牧基地、岐阜基地）－

平成26年度日米優秀隊員表彰

　－沖縄地区表彰式、関東地区表彰式、三沢地区表彰式－
　－受賞者及び功績の概要－

SPORTEX’14B開催

JAAGA講演会：空幕防衛部長　（三谷直人空将補「航空自衛隊の現状と課題」）

平成26年度「つばさ会／JAAGA訪米団」報告会

平成26年度　三沢基地研修

Lt. Gen. John L. Dolan が第5空軍司令官に

Lt. Gen.Salvatore A. Angelella が退役

第18航空団司令に Brig. Gen. Barry R. Cornish が着任

叙勲米空軍司令官が航空幕僚長を表敬

Lt. Gen. Salvatore A. Angelella 叙勲祝賀レセプション

Lt. Gen. Salvatore A. Angelella がJAAGA名誉会員に

特集　米空軍交換将校だより

　－飛行部門（飛行教育航空隊 Maj. Marc O. Morris）、通信電子部門（第4術科学校

Capt. Patrick R. Tibbals）－
平成27年度事業予定表

平成26年度決算

平成27年度予算

平成27年度役員　－藤田信之元准空尉が新理事に－

新入会員紹介

会員募集

思い出や懐かしい写真などの募集について　（※注：来る創立20周年関連）

編集後記

第49号
米空軍演習（レッド・フラッグ・アラスカ）参加隊員を激励

日米下士官相互特技訓練を支援

スペシャル・オリンピックスを支援

SPORTEX’15A開催

米軍人の「ねぶた2015」参加を支援

　－米軍三沢基地リーダーズの青森ねぶた祭り参加支援の経緯－

横田基地エア・フォース・ボール2015
2015横田基地日米友好祭が開催

JAAGA会員の横田基地研修

「つばさ会／JAAGA訪米団」AFA総会参加等報告

米空軍士官学校交換留学生のホスト・ファミリーに

米空軍交換将校だより

　－研究開発部門（飛行開発実験団Maj. Dick Wong）、航空機整備部門（第1術科学

校Capt. Parawee Euavijitearoon）－
平成27年度「高射部隊年次射撃」だより

新入会員紹介

H27.12.18　（32ページ、カラー）



会員募集

20周年記念行事について

編集後記
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