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1996年（平成8年）7月5日、会員約200名、

法人約30の会勢で発足した日米エアフォース

友好協会（以下「JAAGA」という。）は、本年創

立20周年を迎えることができました。これも一重

に初代会長大村先輩をはじめ多くの日米両国

の関係各位の御支援御協力そして御厚情の賜

物と深く感謝申し上げます。

さて、JAAGA創立20周年を迎えるに至り、JA
AGA創立当時に諸先輩方が何処に創立の意

義を置いておられたかについて想いを馳せまし

た。20年前の創立前夜、残念ながら日米両国

間には各種の問題が山積し必ずしも良好な状

態には無かったことを御記憶の方もおられるで

しょう。その様な状況の中においても、空自と米

空軍間では、同じエアーパワーを発揮する同盟

国間のミリタリーとして、双方の力量を尊敬しつ

つ良好な関係を保っておりました。

その日米エアフォース相互の信頼と絆の関係

をベースに、当時空自OBとなられていた諸先

輩は、如何に日米エアーパワーを担う現役諸官

の努力を支援出来るのか、また、如何に本国を

離れ日米安全保障体制の現場を担う在日米空

軍将兵や家族を励ますことが出来るのかを真剣

に考えられたと伺っております。空自OBとして

の想いを発露し、在日米空軍の存在と活動に対

する感謝を伝え、彼等の日本における存在が真

に意義あるものであることを実感してもらうため

の活動母体としてJAAGAが創立されたと理解

しています。この地道な活動が空自と米空軍と

の信頼関係を一層深め現役諸官が日米相互の

仕事をやり易い環境を醸成する縁となり、ひい

ては、わが国の安全と平和に不可欠な良好な

日米関係を支えるバックボーンの一つになって

きたのではないかと考えております。

時代の流れの中で、放置すれば疎遠になり

かねない要因が国家間の関係には潜んでいま

す。国内外のわが国を取り巻く情勢は決して予

断を許すものではありません。わが国にとって

強固な日米安全保障体制が以前にもまして重

要であり、日米間の信頼を高める常続的努力が

欠かせない事は論を待ちません。その中でも、

日米エアーパワーの強い紐帯の確保はその核

心の一つです。私は、その核心を支える一端を

JAAGAが担っていると確信するとともに、会員

はじめ関係者の方々と共に創立時の趣旨と日

米エアフォースに対する熱き想いを共有しつつ、

JAAGA活動の更なる進化発展のため、会員は

じめ関係各位とともに前進していく所存ですの

で、今後ともよろしくお願い申し上げます。
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JAAGA started with approximately 200 members and about 30
supporting members (individual, corporation, organization ) on July 5 in
1996. It celebrates its 20th anniversary this year. This thanks deeply to
the support, cooperation and kindness of the many members concerned
of both Japan and the United States, including the first president Gen.
Hitoshi Ohmura (ex- Chief of Staff, JASDF, Ret.).

For the past 20 years, JASDF and USAF, as the allied nation's military air power, have
been respecting each abilities and keeping good relations together. In the JAAGA foundation
period of 20 years ago, I heard that the seniors of JASDF alumnus had seriously thought,
based on the trust and bond of each air force, how they could support and repay the efforts of
the active duty members of JASDF and USAF, and how they could encourage the USAF
soldiers and their family staying in Japan who carried out Japan-US security arrangements.

JAAGA was founded, as mother's body for activities of JASDF alumnus, in order to have
USAF realize the significance of existence of USAF in Japan, and introduce our thanks and
goodwill into the activities of USAF in Japan.The steady activities of JAAGA have further
deepened the mutual trust between JASDF and USAF, and have bred the environment for
active members to smoothly accomplish the duty, thus, I think, JAAGA activities have been
one of the backbone to support the good Japan-U.S. relationship which is indispensable for
security and peace of Japan. Under the situation of troubles both domestic and abroad, the
importance of the strong Japan-U.S. security system increases more and more for our country,
and we cannot miss the continuous efforts which improve the trust between Japan and the
United States. I am convinced that JAAGA is one of the core for these efforts.

I will make every possible effort and go forward together with the members of JAAGA,
sharing both the purpose at the very time of the foundation and the enthusiasm for JASDF
and USAF, to enhance further evolutional development of JAAGA activities.
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