断等︶暑叩重ね皆Og堪︑彩首剥α﹁晶

た遠記苗≡警葺重富妄彗量

﹈ ﹈ ﹈

臼田巳

﹇ ﹇ ﹇

封静尊重岩軍票重量碧雲

○埠7碑羊白等引立むを﹁留革むよ

盲膚

羊も﹂＼判αLlMマ﹁旨語義﹂︑Q羊G

し︑巧マ﹁旨等由立夏七三・﹁旨等由よ

○古き三岳三島ヱ轡亮蔓

よ羊里三・﹁旨等由よ蔓る﹂ゝ貴

ふむり孝之﹁旨等由丑索﹂︑引

・←埠Lf﹁

樫︑引﹁旨等鯉塑︶︑判￥沌貫き鼻

宰誓言孟鼻苛ヲ三八や苛立﹁旨等由亜

○上皇竜岩∴∵ナヒ登︑ユ

マ叫をよ﹁筆写由翌晩﹂︑判﹁些凝血よ
羊睾三・﹁筆写由立夏も﹂︑﹁埠﹁

朝︶コマ7割・ふてf﹁よ∽管uq呈

苛立﹁留革む茸蟹﹂︵与埠￥﹁劉誰＼日

之﹁留革む立言日朝﹂判明身︑ぅ葦ひり

羊墨三・﹁些凝血立童自右﹂ゝ乙智

学芸壷﹂07謡妄り呈引マ﹁些羊由よ

芸睾三・﹁留専切立羊与﹂ゝう﹁彗
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＼孟苛由率まま言

﹁旨等鯉

重義茎鹿蟄曽蟄
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￥鞘別型■

内軍琴壁
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○尋り
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葦掛︑車奪脚首丑址圏累
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口郵
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階帥塀野

上HCコ製曹由﹁冒霜焉﹂
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軍￥戦功里94塵コ﹁チ旦竺翠首判コ
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苛む鯉溜﹂判﹁旨等蝮詭﹂︑ぅ埠訂﹁鯉
瑠﹂禦誓言﹁埋製﹂︑判￥沌貫き暴

ゼミイ㍉妄よ﹁旨等由丑寵﹂︑ユ﹁旨

0ヰ言明与りユG牽ゝ

霊冒藷龍野三重固禦誓言﹁埠﹁
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等妻勒皆目畢

う忌︑聖﹁旨等α立言里三・﹁旨等
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﹁旨等騨詔﹂︶α￥蕗羊宝鼻ユ﹁L三

通鱒し︑叫マ八川孝之﹁旨等由丑審﹂︑引

卓越○￥﹁曳驚喜蔓皇室最強h品
棟嚢︵旦日円首9︑割等身掛皆目皐

軍岩畳∴聖霊茎薮塾羞董垣呈＼

︑丁尊苺萄ひ︵99日割︶轡蓋叢書等速
挽垣旦○曇書五首嘩㍊憲ア﹁叩重婚

04ふむ管葦コマつりを﹀﹁軍︑利

ひ柑惑﹂︑判等沌言責鼻．う沌葦職￥

管鼠苦言盟等二見讐義孝字詰百

草旨等︑毎週α ︵㍑目蟄︶旨等唯習教￥

禦論考璧記を礪㍉彗さき†腸

﹁立羊瑚﹁エフ

﹁よ羊与﹂も由宴空曹テ5ゴ﹁鯉詔﹂

望霊ぎ晶蔓吉﹁旨等由封差迫詭﹂︑封

鼻明宝フ﹁旨等由匂通通勤﹂︑孝﹁旨等

豊蓋造営壬ヨ聖岩掌義挙望遠
ヰ八重・琴ナ遠﹁ま普羞幸習壷毒
も妻ら聖母璧三よる言

︶

し

○￥﹁詔誓言革望品種皆芳

日α臼∠︑ぅ苛等コ止毒力−漣︑qろ

？蓋筈毎寺等㌦7言﹁より葦引立

︶

︺

α望遠孟凋︑票適意骨．包⊥T腔賽肇⊥T召制止員

捷団苛︑羽軸国章α萌しマ○朝葦葦等日羽

等解￥ 自軍訂恕
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のご長寿です︒もうそれだけで︑私は頭
と﹁これまで﹂であることが分かります︒

﹁従前﹂という言葉の意味は︑﹁今まで﹂
ではないでしょうか︒もともと漢字の

に︑﹁従前だけの会員﹂と誤解されたの

海への強硬な力の行使による現状変更を

年益々軍事費を拡大︑南シナ海・東シナ

︶

どのたちの期に近く︑いまや︑95歳前後

︶

なお︑本行事に先立ち︑7月30日︵土︶

訪れる中︑昇殿参拝の位置に移動した︒

関係者を含む︶は︑多くの人々が参拝に

県神社庁飯塚副庁長︑遺族会︑郷友会の

暫しの休息後︑約30名の参加者︵茨城

取り組みついて︑活発な意見交換を行っ

在の忠魂碑や慰霊碑に対する会としての

役員会を実施︒今後の護囲神社︑県内所

参集殿で直会の昼食後︑同所において

二

7時から善通寺市職員︑第14旅団隊員に

∵

ルの発射を繰り返す北朝鮮等の日本への
よる陸軍墓地の清掃︵参加者約200名︶に

の会活動継承の思いを新にした︒

脅威は増大︑重大な時局に鑑み一日も早

画策する中国︑度重なる核実験・ミサイ

く憲法の改正︑日本の伝統文化に基づく

れた﹁さくら山遺品館﹂の研修や境内随

全ての予定行事を終了した後︑新設さ

11時30分開始の慰霊祭は︑﹁修祓﹂﹁献僕﹂︑

と粛々と進み︑﹁玉串拝礼﹂をそれぞれ

うなど︑有意義な時間を過ごし︑来年の

所に建立されている慰霊碑への参拝を行

前出以外の行事参加者は以下のとお

再会を約して護囲神社を後にした︒

一拝﹂をもって滞りなく終了した︒

に合わせた行事に移行︒拝殿内に流され

引き続き︑武道館の全国戦没者追悼式

の代表者に合わせて実施︒﹁号鼓﹂﹁宮司

︒
た

香川県倍行会会員も10名が参加し奉仕を

陸自69

正しい歴史認識︑自店と誇りを取り戻す

邦彦

﹁祝詞奏上﹂﹁祭文奏上﹂﹁鈴祓いの儀﹂
大西

行った︒
事務局長

陸自71

茨城県戦没者慰霊祭に参加して
克徳

り︒︵敬称略︶

佐々木

茨城借行会事務局長

たラジオ放送で安倍稔理の式辞を拝聴︒

華︑福井正窮︵陸自60︶︑小林眞臣︵陸

柳田金之助︵陸自撃︑金澤孝一︵陸自

平成28年8月15日︑茨城県護国神社

に︑天皇陛下の御言葉を拝聴し︑全ての

正午の時報に合わせて全員で黙祷した後

参拝した︒

︵水戸市︶ において茨城県戦没者慰霊祭

11時50分から︑護国神社客殿の間にお

自66︶︑森房正和︵陸自撃︑山根峯治

︵英霊にこたえる会茨城県本部並びに各

行事を慰霊顕彰の実とともに会目的を認

和を︑祈念する日﹂に際して行われる本

識する好機と捉え︑広く会員に案内を
かかわらず︑原善昭会長︵陸自57︶をは

行った︒盆休暇また直前の呼び掛けにも
じめとする元幹部自衛官会員等17名の有

志から参加の連絡があった︒特に︑地元
い県南地域より9名の参加者があり︑茨

水戸周辺の他に︑元幹部自衛官会員の多

当日︑護国神社に集合した参加者は︑

城倍行会として一体感のある行事となっ
︒
た

署名活動﹂に記帳後︑待機場所︵参集殿︶

受付で﹁国立追悼施設の建設に反対する
に案内を受けた︒

慰霊祭行事を終了した︒

いて︑神社金森重昭宮司を招いて直会を

関連団体の主催︶が催行された︒

前会員の参加者は昨年と同じ3名で︑寂
しさを感じるとともに元自衛官幹部会員

茨城借行会は︑﹁戦没者を追悼し︑平

実施︒近況紹介に大いに話は弾んだ︒従

の中︑陸軍墓地へ移動し︑英霊に献花・

記念写真の撮影︒休憩の後︑35度の酷暑

社参拝を実施︒本殿前にて参加者全員の

引き続き︑護国神社に隣接する乃木神

誓った︒

べく︑会員一同努力することを英霊に

陸軍基地清掃を終えて集合写真

浩︵陸自01︶︑荻沼戒次︵准陸尉︶︑大川

昭︵陸自75︶︑樋口達哉︵陸自86︶︑坪沼

︵陸自72︶︑河野廣行︵陸自望︑坂本意

︵陸自70︶︑太田保重︵陸自m︶︑和知勲

②苑工自︵解体からの7年︶の時代︑③再

軍︵創設から敗戦までの75年︶の時代︑

本陸軍150年の歴史﹂の演題で︑の帝国陸

隊友会長︵本会の理事でもある︶が﹁日

第2部の講演会は︑村山史人鹿児島県

部候補生校歌︑現職自衛官の防衛大学枚

まり︑旧軍会員の軍歌・自衛隊OBの幹

コーディオン伴奏で恒例の隊歌演習が始

の島唄・踊りを皮切りに︑財津会員のア

井田会員陸自75のマジック︑勝会貞陸自81

高らかに音頭を取り︑司会の﹁来年の再

加の平川会員陸自78︵奄美市市議︶が声

最後の万歳三唱は︑奄美大島から初参

遭遇歌で盛り上がった︒

術︑教育訓練︑人事等共通の資質・伝統

の対比や帝国陸軍・米陸軍の戦略・戦

究と体験を基に講演された︒帝国陸軍と

暫し歓談の後︑演芸タイムに入り︑川

朗詠で祝宴に入った︒

豊︵陸事務官︶︑木村和雅︵陸事務官︶︑
日の自衛隊に至る迄の歴史を︑自らの研
陸自65

建︵保安隊から自衛隊へ︶の時代から今
麓川昭意

鹿児島借行会総会
事務局長

残っているとの︑貴重な講話に会員一同

を受け継いでいるが解決すべき課題も

平成28年度鹿児島借行会定期線会は︑
ホテルタイセイに於いて会員23名の参加

例年通り︑8月最終日曜の28日11時から

を得て開催された︒

字都隆史参議院議員代理徳田佳史様︑宇

今回の参加招待者は次の方々でした︒

本講話は︑懇親会招待者の宇都参議院

深い感銘を受けた︒

会をお待ちします︒﹂との辞で閉会した︒

糞川副会長の開会の辞に引き続き︑財

力本部長敷島章棟︑第12普通科連隊長兼

都議貞ご尊父字都克洋様︑鹿児島地方協

津会員陸士61のアコーディオン伴奏で国
歌斉唱に続き︑会員の物故者及び熊本地

長︑自衛隊遺族会会長︑郷友会会長︑防

議員代理徳田秘書︑同ご尊父︑水交会会

第1部の総会は︑後藤会長陸士61の挨

話が印象深かった﹂といたく感激してい

含めた現職自衛官も拝聴し︑﹁先輩の講

大同窓会会長に加え︑地方協力本部長を

教育大隊長田口道洋棟︑国分駐屯地業務

隊長兼川内駐屯地司令新井信裕様︑第113

国分駐屯地司令根本正之様︑第8施設大

捧げた︒

震等で被災︑亡くなられた方々へ黙祷を

拶後︑鹿児島市議の上田理事空自67を議

長に選出︑同氏の進行により

且つ盛大に行われた︒今年は︑現役自衛

自衛隊遺族会県連合会長牛牧光男様︑鹿

︵会鼻︑鹿児島県水交会会長立元四郎様︑

塚本忠様︑鹿児島県隊友会長村山史人様

隊長川久保寿人様︑川内駐屯地業務隊長

参加で懇親の実を深めて頂いた︒

隊の指揮官︵地本︑国分︑川内︶がフル

第3部の懇親会は︑別室にて賑やかに

たのが印象的であった︒

1号議案 平成27年度会務報告
2号議案 平成27年度収支決算報告・

監査報告
3号議案 役員補充︵案︶

児島県防大同窓会会長岩崎理一郎様︒

児島県郷友会長市来徹夫様︵会員︶︑鹿
司会の河野理事︵陸自71・隊友会鹿児
島地区協議会会長︶ の開会の言葉に引き

続き︑会長が﹁楽しくやりましょうー﹂

・
予
算
︵
案
︶

4号議案 平成28年度事業計画︵案︶
と審議がなされ︑事務局提案のとおり︑

58の乾杯の音頭︑谷口会員陸自76の詩吟

紹介・挨拶を経て︑最長老の西会員陸士

き続き︑来賓の紹介と挨拶︑初参加会員

と挨拶︑字都参議院議員の祝辞披露に引

3号議案の役貞補充は︑陸士59の塞勝

満場一致で承認可決された︒
郎理事逝去に伴うもので︑陸自77の木房

巧誠会員が新理事に承認された︒

︶

軍歌演習（旧軍会員）

造連歌斉唱（現職自衛官）
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