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において動員・補充・編成等の業務に

V 月

年清洲国黒竜江省赦︵のん︶江に移駐︑
当たった︒

また︑新編成の工兵第41聯隊は︑第

速了轟′︵﹁月八叫倭T↓一JL琵rI■︑J／

41師団 ︵河︶ の隷下に入り︑東部
ニューギニア戦線で勇戦した︒
更に︑新編成の工兵第33聯隊は︑第

︶

l

′1〟H﹂1−しい叫印7日︸臨r壬持轟7人一．LRhけク二′lヽ≡7▼ノぺ

と共に︑比島作戦においては一宇隊・
殉義隊︑沖縄作戦においては第24・

44・52・53・56・61・68振武隊が特攻

編成され︑比島及び九州の特攻基地に

蒋介石の軍事顧問小笠原清様陸士42の

︶

行事の中心である戦没英霊の慰霊・

﹂

台に在ったそうである︒現在は︑戦後

領土返還運動︑旧制高等学校寮歌祭へ

のであった︒その他には︑毎年の北方

を祀る護囲神社での春秋例大祭︑元旦

の参加が挙げられる︒

外交・防衛に関する講話は興味深いも

祭︑春分祭︑みたま祭︑終戦の日の戦

顕彰は︑柴田会長が総代を務める本県

戦後の本会は︑未曽有の敗戦で終

没者追悼慰霊祭への参列︑終戦の目前

出身・在籍の軍人・軍属5万3千余名

わったあの苛烈な大東亜戦争で生き

は年2︑3回発刊され︑会員の戦記が

行﹄

の戦災復興事業により取り崩され痕跡

設された鉾田教導飛行師団︵軽爆・襲
残った先輩方が︑共に戦い散華された

の神域清掃奉仕︑同神社神域にある顕

は残っていない︒

︺

北辺の守りに任じた︒昭和16年大東亜
戦争が開戦︑同19年中部太平洋パラオ

諸島のペリリユー島守備に転用され︑

進出︑敵艦艇に突入し散華された︒

また︑昭和16年1月︑鹿島郡上島

撃︶ は︑比島決戦において陸軍初の特

勲の塔︵忠霊塔︶︑ひたちなか市︵常

村・白鳥村・新宮村︵現鉾田市︶ に新

攻万来隊を始め︑鉄心・勤皇・皇魂の
されたものと言えよう︒以下︑歴代会

戟友達の慰霊を主たる目的として結成

陸教導飛行師団飛行場跡地︶ の水戸つ
れている︒また︑昭和58年には靖囲神

房総倍行会︑静岡中部倍行会各会長と

いて辰巳栄一会長から︑愛媛県石鉄会︑

行社への貢献により︑借行社総会にお

昭和53年柴田会長は本会の発展と倍

誌面を飾った︒

の創刊号が発行された︒以後会誌

昭和52年会則を制定︑会誌﹃茨城倍

各隊︑沖縄戦においては第45・亜・
長順に今日までの足跡の概要を紹介す

入している︒

社崇敬奉賛会︑英霊にこたえる会に加

ばさの塔各慰霊祭への参列などが行わ

1 昭和41年から同59年まで︵初代柴

︒
る

田進会長︶

に陣地構築︑同年11月から翌20年2月

まで米本土に向けて風船爆弾9千個を

や遺族の援護業務に従事されていた

に就職︵後世話課長︶ され︑復員軍人

において終戟を迎え帰郷︑本県世話課

校︑戦時編成による浜松教導飛行師団

は︑陸大卒︑航空軽爆で︑浜松飛行学

が中心になって創設された︒柴田先輩

本会は︑昭和41年柴田進先輩陸士44

龍三様陸士44 ︵中曽根内閣臨調委員︶

水戸市内のホテルでの総会では︑瀬島

︵住金鹿島製鉄所など︶ で開催された︒

基地 ︵百里︶︑会員の勤務する工場

たは見学・交流を兼ねて県内自衛隊駐
屯地︵勝田施設学校︑土浦武器学校︶︑

日︵紀元節︶ に︑水戸市内のホテルま

総会は︑各期担当で毎年原則2月11

は︑私共60期が担当で総会を開催した

後輩に引き継がれた︒平成2年5月に

完成させるという偉大な功績を残し︑

間を縫って本会の基礎を築き︑発展︑

か市︶ の助役に迎えられたが︑公務の

務などの関係で那珂湊市︵現ひたちな

昭和20年2月︑大本営の本土決戦計
画に基づき県内に前記第81師団 ︵納︶

際に名誉会長として乾杯の音頭を取っ

︵旧常陸教導飛行師団飛行場︶ 返還業

柴田会長は︑県庁退職後米軍射爆場

が︑課員にも陸士出身者がおり︑これ

ルパ﹂など戦時歌謡︑茨城大名誉教授

の講演︑渡辺はま子女史の﹁モンテン

共に︑感謝状を授与された︒

︵橘︶・第151師団 ︵護字︶・第221師団

の他︑第51軍 ︵建︶ の第亜師団

らの人達と共に県内の陸士・陸幼出身

本土決戦準備兵団

︵天竜︶・独混第115旅団・同116旅団・独

者に呼び掛け実現されたものである︒

4

立戦車旅団が臨時動員により配備に着

て頂いた︒

伝聞によれば︑本県の借行社は︑歩

は55期以下各期1〜2名

︵六幼会2

会長以下︑副会長53・54期3名︑幹事

当時420名を記録している︒執行体制も

ばね﹂における同地出身飯村中将のご

た︒昭和54年筑波山の国民宿舎﹁つく

祭見学では︑家族同伴で120名が参加し

れ︑昭和52年航空自衛隊百里基地航空

また︑見学会や研修会も活発に行わ

任された︒安会長は︑兵科は高射砲で︑

総会で安栄三様陸士54が後任会長に選

に残る有意義なものであった︒

瀬谷義彦棟の水戸学の講話など︑記憶

兵第2聯隊の水戸移駐後︑将校の親

名︶︑筆頭幹事を事務局長とし︑名簿︑

南支︑仏印︑蘭印で奮戦され︑終戦時

であるが︑会勢のほぼ整った昭和52年

睦・研鋸を目的として開設され︑結婚

会誌︑庶務・会計各担当幹事を置き整

子息の外交官飯村繁様陸士53と︑台湾

茨城僧行会の歴史

式なども行われて盛況であったと言

備された︒

2 昭和60年から平成5年まで︵2代

う︒場所は現在の1R水戸駅北口から

柴田会長の辞任により︑昭和60年の

安栄三会長︶

左へ旧県庁に至る銀杏坂の中ほどの高

第Ⅱ部

初期の会員数は資料がないので不明

き終戦を迎えた︒

て米国朝野を震撼させた︒

発射し︑うち1千個が米本土に達着し

球聯隊が多賀郡大津町︵現北茨城市︶

63・64振武隊が特攻︑散華された︒
なお︑昭和19年大本営直轄の陸軍気
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で開催︑現地会員の労をねぎらわれた︒
集を担当︑多くの会員から寄稿を頂き

年内に完成してご霊前に捧げることが

特集の会誌発刊を計画され︑筆者が編

港訓練中の護衛艦﹁はつゆき﹂︑﹁さわ
出来︑ご遺族に感謝された︒この頃か

また平成4年には鹿島港において︑入

ゆき﹂︑潜水艦﹁ゆうしお﹂に乗艦し

．︶
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士60 ︵航空戦闘︶ に後任会長の要請が

果︑元幹部自衛官7名が新規入会され

総会記事コピーを加えて総会案内の結

﹁倍行・花だより﹂ に寄稿した前年度

ー

あった︒大役ではあったが︑ご自宅・

︶

会社共同町内で公私にわたり格別のお

前会長時代からの物故者の急増で︑
していた︒役員も会長以外︑60期︑61

熊坂会長就任当時会員数は湖名に減少

元幹部自衛官会員が31名となった︒

た︒以後同様にして平成25年度には︑
しかし平成26年度総会後︑会員数の

世話になり︑兄事していた熊坂様のご

けさせて頂いた︒

恩義に報いるという気持ちから引き受
総会は会長就任初年度には︑会員高

期︑六幼会各1名の副会長のみとなっ
︒
た

帰途倒れられた熊坂会長は︑士官学校

そのような折︑平成22年元朝参りの

たが︑寄稿者も減少し︑休刊となった︒

の眼疾が悪化︑編集を辞退させて頂い

会のやむなきに至った︒会誌も︑筆者

57 ︵勝田施設学校勤務時代に同校内に

城郷土部隊史料保存会の原善昭氏陸自

幼48の尽力により︑同氏の所属する茨

い事態であった︒幸い副会長瀧寺氏名

官への会の承継は一刻の猶予もならな

総会もままならず︑懸案の元幹部自衛

えるものの︑最年少者も80歳に達し︑

長の努力により念願の県南在住元幹部

年春の役員会において事務局長に就任

陸自71を紹介された︒さっそく平成27

員会委員で県南守谷市在住の佐々木氏

自69から︑事務局長適任者として同委

していた柳沢借行社入会促進委員長陸

進策を模索していた時︑かねてお願い

増加は見られなかった︒新たな入会促

教育で培われた軍人精神を生涯持ち続

在る同史料保存館を管理︶︑更に同期

ところで︑当時の会員数は120名を数

けた方だった︒柴田初代会長始め歴代

自衛官が多数入会され︑平成27年度総

齢化により出席者10名程度で︑一時休

会長に忠実に仕え︑お辞儀の角度は15

の荒海巌氏陸自57が入会︑役員を引き

会時に会員総数は46名に達した︒

更に同年秋の総会で︑原副会長が会

して頂いた︒その結果︑佐々木事務局

度の軍隊式で︑今でもそのお姿が日に

受けて頂くことになった︒

執行体制の整ったところで平成22年

焼き付いている︒また︑業界では信
用・信頼を集めて︑その団体の長を務

願であった元幹部自衛官への会の完全

体制も元幹部自衛官が中心となり︑悲

て元幹部自衛官6名が選任され︑執行

部自衛官に対し︑役員連名の入会要請

借行社会員と原氏・荒海氏推薦の元幹

承継を果たすことが出来た︒元幹部自

長に選任され︑同時に新たに幹事とし

局長をされていた柴田会長の時代から

衛官会員も本稿執筆中の現在︑総数76

度総会を計画︑会場を元幹部自衛官が

自衛隊茨城地方協力本部と連絡をと

文に︑目的・事業として﹁自衛隊に対

名に増加した︒

多く在住する県南の土浦市に設定し︑

り︑同業或いは関連会社への自衛隊退

えて︑総会案内状と共に送付した︒そ

する支援・協力﹂を加えた会則文を添

このようなこともあり︑本会の事務

め︑叙勲の栄に浴された︒

社でも旧軍縁故者や自衛隊退職者を積

顧みれば平成22年会長を仰せ付かっ
て以来︑与えられた最大の任務であっ
み︑暗中模索︑試行錯誤︑紆余曲折の
末︑6年目にして今日ようやくこれを

た元幹部自衛官への会承継に取り組
で︑少し北寄りの県央石岡市に総会会

達成することが出来た︒この間非力な

平成23年度総会は東日本大震災のた

場を変更し︑前年度同様の送付文に

め土浦市の会場が使用不能となったの

れ
た
︒

の結果7名の方が入会︑総会に参加さ

職者受け入れに尽力され︑ご自身の会

極的に採用されていた︒
5 平成22年から平成27年まで︵5代
熊坂会長の急逝を受け︑役員会にお

大澤嘉昭会長︶

いて︑当時筆頭副会長であった筆者陸

会誌『終戦50周

従業員畑名の企業に発展︑成功された︒

初代柴田会長の頃から社屋の一部を本

郷友会の庶務・会計に当たらせ︑自ら

会の事務所に提供され︑職員を本会と

も歴代会長を補佐された︒

筆者に対し︑役員各位そして原現会長

には︑格別のご支援・ご指導を頂いた︒

を始めとする元幹部自衛官有志の方々

ここに改めて厚く御礼申し上げる︒今

は亡き柴田進会長始め歴代会長そして

多くの先輩会員の方々も︑次の時代に

ることをさぞお喜びになられることと

そのご遺志と本会の伝統が引き継がれ

最後に︑元幹部自衛官会員各位が旧

田山︑つ︒

軍先輩のご遺志を体し︑本会の最大の

伝統行事である戦没英霊の慰霊顕彰と

心に残されたこの国の防衛のため︑末

本稿は︑大東亜戦争敗戦後︑生き

あとがき

永く活動されることを祈念する︒
◎

残った県内の旧陸軍士官学校出身の将

的として本会を設立し︑今日まで歩ん

校等が︑戦没英霊の慰霊顕彰を中心目

資料不足と筆者の能力不足のため︑

で来た足跡を綴ったものである︒

空白︑意を尽くさぬ部分があるがお許

本会の会員である元幹部自衛官の本

し願いたい︒

入会される元幹部自衛官の方々の参考

会への理解を深め︑また︑今後本会へ

に資して頂ければ幸いである︒

