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例 会 報 告

　２月は 「平和構築と紛争予防月間」 です。

後ほど宇都木先生に 「２ ・ ２６事件の秘話」 の卓話を頂きます。

個人的にも大変楽しみにしています。

また、 本日会長ゲストには真宗大谷派名古屋教区　坊守会前

会長　石原由美様をお招きしています。

石原様には～小説 「あん」 ハンセン病回復者の人生を描いた

ドリアン助川氏の映画上映＆講演会のご案内を兼ねてご挨拶い

ただきます。

　先週より 「平和構築と紛争予防月間」 にちなみ挨拶をしていま

すが、 皆さんご存じの通り２月７日は 「北方領土の日」 です。

１８５５年 「日魯通好条約」 が締結され、 択捉島とウルップ島の

間に国境が定まりました。 しかし、 １９４５年８月１５日、 日本が 「ポ

ツダム宣言」 を受け無条件降伏した３日後の１８日ソ連は 「日ソ

中立条約」 を一方的に破棄して占守島に侵略し第５方面北部司

令官　樋口季一郎中将の自衛迎撃により激戦となり日本軍は２３

日局地停戦協定を結び降伏しましたが、 ソ連軍は停戦条約を

これも一方的に破棄し２８日択捉 ・ ９月１日国後 ・ 色丹島、 ３日

歯舞諸島を占拠されました。 １９４７年には日本の住民も強制送

還され不法占拠のまま今日に至っています。

　来週２３日は 「今上天皇徳仁陛下」 のお誕生日で例会も休会

となります。

ところで前日の２２日は島根県が制定した 「竹島の日」 です。

本日の宇都木先生卓話題材の２ ・ ２６事件も絡み、 ２月は８月に

匹敵する現代日本にとって歴史的重要かつ忘れてはならないな

月が 「世界平和構築と紛争予防月間」 なんだなあ、 と痛感致

しました。

幹 事 報 告会長　香田　研二

本日の例会 （第１９１７回）　　  ３／２ 　　（水）

次回の例会 （第１９１８回）　 　    ３／９  　　（水） 

司　　　　 会　 玉置　正樹君

斉　　　  唱 　　ＲＳ／それでこそロータリー

第１９１６回例会記録　     ２／１６ （水）　晴　

【水と衛生月間卓話】

スピーカー　国際ロータリー第２７６０地区　国際奉仕委員会

　　　　　　　 委 員 長　鈴村　與左衛門 様

　　　　　　　　副委員長　尾本　和弘 様

　　

【会員卓話】

スピーカー　 祖父江　佳乃さん　

例 会 報 告

会 長 挨 拶

出 席 報 告

会員数 　　　　　　 ３３名　　 前々回訂正　 　　 １９１４例会

欠席会員数 　　　　８名　 　欠席会員 　     　　 　　１名中

出席会員数       ２５名　　MAKE UP　 　         ０名

出席率 　　　 ７５.７６％　  　出席率訂正    　　 　９６.５５％

１．去る２月２７日 （日） は、西 ・ 東名古屋分区合同植樹が開催

　　されました。 ご参加された皆様、 ありがとうございました。

２．来る３月３０日 （水） は、 昼間の例会を変更して創立記念夜

　　間例会が開催されます。

　　本日出欠票を同封させて頂きました。 ３月１６日 （水） までに

　　ご提出をお願い致します。

３．来る４月１７日（日）に開催されます２０２２-２０２３年度地区研修

　　・ 協議会のご案内をさせて頂きます。

　　尚、 出席義務者の方にはご案内を同封致しましたので、 ３月

　　９日 （水） までにご回答をお願いします。

　　その他の方で参加ご希望の方は、事務局までお申し出下さい。

４.　３月１日よりロータリー適用相場 （ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ） が １ドル１１６円

　　（２月 ： １１５円） に変更される旨国際ロータリー日本事務局よ

　　り連絡が届いておりましたのでお知らせ致します。



宇都木　寧君

「２.２６事件の秘話」

平和構築と紛争予防月間卓話

 本月は平和のための月間です。

何かいい材料がないかとサグつていました。

最近昭和天皇拝謁記という本が岩波書店から発刊されています、

ＮＨＫテレビで放映され昭和天皇の本心が当時の宮内庁長官の

メモによって明らかにされています。

第一級の歴史資料です。 この拝謁記の中で大きな事件は。

２.２６事件と終戦に伴う工作です。

まず４００万人以上の戦死者を出し国土が焼尽し歴史始まって以

来の敗戦と無条件降伏という屈辱と、今に続く従属と、 いわれな

き侮蔑の原因となった戦争のきっかけとなった事件について分析

したいと思います。

　私たちは情緒的にものを考えがちです。

まず２.２６事件のイメージですが映画で作られたイメージが強いと

思います。

２.２６事件を題材にした映画としては何といっても高倉健主演、吉

永小百合共演の 「動乱」 です。

「男が男であった」 「女が女がであつた」 主題歌小椋佳、 最高

のキャストです。 映画の背景は高倉健主演の反乱軍将校の愛と

憂国。 まさにかっこいい人です。

その憂国の背景には農村の貧困。

妹が女郎屋に売られていくのを嘆く兵の苦しみ。

このままでは国は持たない、 と腐敗と無能の財閥 ・ 政治屋を抹

殺しなくてはならないと命をかけて決起する青年将校の心が美し

く悲しく、 そして堂々たる男子の生き方として描かれています。

　私は、 本来あまのじゃく。 この話ほんとかいなと分析しました。

２.２６事件発生したのは昭和１１年西暦１９３６年。

８月にベルリンオリンビックが開催され、 「前畑頑張れ」 とラジオ

放送されたほか、 ２月９日鳴海球場て日本初のプロ野球試合が

開催。 東京巨人軍と名古屋金鯱軍が対戦し、 結果は１０対３で

金鯱軍の勝ち。

流行歌は「赤城の子守歌」 「ふたりは若い」 「東京ラブソティー」。

映画では原節子がデビューしています。

　では経済は。

１９２９年の世界恐慌後１９３２ （昭和７） 年までは生産量は減少し、

恐慌の陰は見えますが、 大蔵省、商工省、日銀の統計によれば

１９３３ （昭和８） 年には１９２９年の水準を回復し、 我が国は世界

に先駆けて世界恐慌を克服しています。

当時の静岡県の工業生産１９２６ （昭和元） 年を１００とした場合、

１９３６ （昭和１１） 年には１５０。

繊維製品当時の我が国の最大輸出製品の生産量も１５０と昭和８

年の倍近い生産量に回復しています。

その原因としては政府の積極的な公共工事の景気回復策にあり、

その功績は大蔵大臣高橋是清にあります。

　当時確かに貧困は存在したことは否定できませんが、アメリカド

イツのような大量失業は克服されていたといっても過言ではありま

せん。 それが文化面にも現れていると思います。

では本当に娘が売られるという状況はあつたのでしょうか。

否定はしませんが、 映画で描かれているような家族が女郎屋に

売りとばされるような悲劇はそれほとではないといえます。

映画はかなり創作ではないかと考えます。

　特に２.２６事件に参加した兵は徴兵であり、徴兵は本籍により行

なわれます。 東京ならば関東周辺であり、 東北の兵はそれほど

多いとは言えないと思います。

落語家、 柳家小さん師匠は東京が本籍のため第一師団第３ 連

隊所属となっています。

　では何が彼らをそうさせたのか？皇道派と統制派との陸軍内部

の権力争いもあると思いますが、それより当時の政治思想的な背

景も考えなくてはならないと言われています。

　以下保坂正康著 「昭和陸軍の研究」 によりますが、国家改造

運動といわれるものかあります。

思想的にも大川周明、 北一輝ら幾人かの指導者がいるが、 天

皇を中心とした国家革新という点で共通項があり、 民間右翼とし

て政党政治打倒、 軍部独裁政治こそが日本の政策として必要

であるという考え方です。

一方軍部においても満州の権益を軍部そして軍部と近い財界

（例鮎川財閥） と結束し、 占領地域を構築し経済活動を強化し

日本を強力な国家とするためには軍部独裁か必要、 との考え方

が強まってきました。 さてことは簡単ではありません。

陸軍内部でも天皇機関説を保持し軍を統制し近代化し総力戦

に可能組織にするという統制派は教育総監渡辺錠太郎、永田鉄

山に代表されます。

　他方、 天皇の神格化を求め非合法でも権力を握ろうとする荒

木貞夫、真崎甚三郎を中心とする皇道派に分かれ、 そしてこれ

ら皇道派の幹部が青年将校をおだて上げ天皇制打倒をかかげ

るソビエトに対する敵愾心も植え付け、 経済的に大発展したソビ

エトの脅威を煽ったという背景かあります。



委　嘱　状

ガバナーエレクト事務所より、 ２０２２-２０２３年度地区委員の委嘱

状が届きましたので、 香田会長よりお渡ししていただきました。

防災対策委員会　委員　加藤あつこさん

研修実行委員会　副委員長　杉浦　定文君

公共イメージ向上委員会　委員　塚本　隆君

グローバル奨学生 ・ 平和フェロー委員会　委員長　近藤　朗君

統制経済の合理性と天皇制保持という背景が軍部独裁と自由へ

の反発がありました。

また当時社会主義運動も激烈であり危機感を抱いていたのも事

実です。そして当時の軍人の生活苦による不満が軍人内部に鬱

積していていたという事実もあります。

俸給は大尉で月額６０円、 東京府職員月額７５円、 帝大卒の銀

行員月額９０円とエリート意識とは相反する俸給でした。

（景気回復とともに物価も上昇しますので生活は苦しくなります）。

　では当日２月２６日に何が起きたか。

東京麻布にある第１師団第１連隊第３連隊近衛師団第３連隊下

士官兵１５００名が２０名の将校に率いられ午前５時を機に政府要

人を襲った。 襲撃先は首相官邸、鈴木貫太郎侍従長邸、 斉藤

実内大臣私邸、 渡辺錠太郎陸軍教育総監私邸、 高橋是清大

蔵大臣私邸です。 牧野伸顕内大臣、警視庁、朝日新聞であり、

当時の岡田首相は辛くも難を逃れたが、斉藤、渡辺、高橋は惨

殺された。そして陸軍大臣に青年将校らは 「蹶起趣意書」 を読

みあげ、自分たちの７項目 を突きつけた。

第１項は陸軍大臣は事態を収拾し昭和維新に邁進すること、第２

項は皇軍相撃を避けること、そして軍事主導内閣をつくることです。

さて趣意書は次のように記載しています。

「内外真に重大危急今にして国体破壊不義不臣を誅殺して稜威

を遮り御維新を阻止来たれる奸賊をさん除するに非ずんば皇謨

を一空せん」。 続けて 「ここに奸賊を誅滅し大義を果たす」 と

あります。

　問題は結末てす。

軍法会議論告求刑 「適用法令陸軍刑法第２５条党を結び兵器

を執り叛乱をなしたる者は左の区分により從て処断する。

　１首魁は死刑に処す。 ２謀議に参与しまた群衆の指揮なしたる

者は死刑、 無期または５年以上の懲役または禁固に処し、 他の

諸般の職務に従事したる者は３年以上の有期の懲役または禁固

に処す。３付和随行したるものは５年以下の懲役または禁固に処

す」 そして情状論は厳しいものでした。

　判決は１７名死刑下士官以下４７名処断。上等兵１名二等兵１名

が禁固２年、 上等兵１名が禁固１年六月に処せられています。

下士官の最高は禁固１５年でした。

そのほか４４名下士官兵が禁固８年から１年６月の禁固刑に処せら

れるという有罪判決を受けています。

 　しかしなからここで庶民の声を聞きましょう。

　父兄の抗議です。 宛先は連隊区司令部です。

まさか入営したての二等兵が自発的に重臣を襲撃したのではあ

るまい。 中隊長の命令に従ったまでのことだ。 軍人勅諭に 「上

官の命を受くることは実は朕が命を受くくる義なりと心得よ」 とある

ことをご存じか。 それに従ったために大事な息子が叛徒、 逆賊

よばわりされてはたまらない。

ましてや死んだらどうしてくれるのだ。

こどもを連れて帰る。

　憲兵司令宛て

「税金を納めて子弟を兵隊に出し、その金とその子弟で人殺しを

やってもらっては世話はない」 その他。 　

　入営にあたっては、 中隊長の思想を調べてから入営せしめね

ば一生を棒に振って終わつてしまう。 上官の命に服従せし行為

が犯罪行為になりせば上官の命令に服従することは不忠の臣とな

り軍規の根本精神を覆す」 というものです。

庶民の怒りは相当なものがあります。

　２.２６事件後の歴史では陸軍が大臣をださないと組閣ができず

陸軍の意向に従わない内閣はできないこととなり、 結果とし軍部

独裁政権への道を開き、 この２.２６事件は失敗したが成功したク

デターといわれることです。

昭和天皇も２.２６事件後陸軍をコントロールできなくなったことを記

録に残します。

そして陸軍内部の人事においても大粛正がなされ、 間に合う者、

意見を言う者は排除される傾向になり、 忖度と雰囲気感覚に陸

軍の運営、精神論ばかりの合理性を欠くとんでもない行動原理に

よる作戦が起こり、破滅に至ったことは歴史から学ぶべきことです。

　結論から言えば軍規法規に従い行動すべきところ、 雰囲気思

想感情に流され。 それが組織全体に蔓延し行動原理に合理性

を失い、そしてそのような組織軍が国を主導したことにより、崩壊

に至ったということです。

そのような事態を予防することは可能であったと記録を見るかぎ

りできます。

　それにしてもこの２.２６にしろ戦争にしろ犠牲者は名もなき庶民

です。 官邸警備に当たった警察官５名か殉職しています。



優良消防署員表彰

２月１６日 （水） 名古屋市北消防署にて優良消防署員の方へ感

謝状 ・ 記念品の贈呈式が執り行われました。

「救急業務の現状」

                  署長　南濵　繁典

　高齢化の進展に伴い年々、救急業務への負荷は増大し、当局

の救急需要予測でも令和 １２ 年頃までは出動件数は増加してい

くものと見込んでいます。

コロナ禍による一時的な出動件数の減少はありましたが、感染対

策や収容先病院との調整の難航など、 業務負荷の減少には繋

がっておらず、 また令和２年の一時的な減少は早くも令和３年に

は増加に転じています。

こうした状況に対応するため、名古屋市消防局では、救急隊の増

隊に努め、 近年においても３隊を増隊し、 現在４５の救急隊が稼

働しています。

　そして現在、 北区上飯田にあります特別消防隊第三方面隊

に４６隊目の救急隊を配置すべく準備を進めています。

第三方面隊での稼働は、 改修工事の完了する令和５年度の予

定ですが、 救急隊自体は１年前倒して発足させ、 目前の令和４

年度から、 北消防署に仮配置して運用することを目指しており、

北区の救急力の増強に繋がるものと考えております。

　また傷病者の皆様に対応する知識、 技術についても救急救命

士をはじめ、 消防隊との連携など、その研鑽に努めているところ

です。

そして、 １１９番通報から病院収容までの時間短縮に努め、 旧五

大都市 （東京 ・ 大阪 ・ 京都 ・ 神戸） では令和元 ・ ２年も最短

となっております。

新型コロナウイルス感染症につきましては、 現在第６波の只中に

ありますが、昨年８月下旬から９月初旬をピークとする第５波では、

重症化傾向が強く、収容先病院の決定が難航する事案も少なく

ありませんでした。

こうした経験を踏まえ、消防局及び市のコロナ対策本部とも連携

を密にして、 署一丸となって、この第６波も乗り越えて行きたいと

考えております。

ニコボックス

【寒さまだ厳しい折皆様、 お体に気を付けて下さい！】

香田　研二君　加島　　光君　 杉浦 定文君　 尾關實津成君

梶川 久雄君　 平子 明資君　　岩田 滿治君　　足立陽一郎君

梅村　　篤君　 玉置 正樹君　 林       功君　 祖父江佳乃さん

中島　宗幸君　 吉村知紗さん　 西村　  努君　 加藤あつこさん

渡邉 泰彬君　 塚本  　隆君　　加藤 昌之君　 宇佐美太郎君

伊藤 晋一君　 梅田  　渉君　中野愛弓さん　　　　　

宇都木　寧君　本日卓話をさせていただきます。

尾関　正一君　 本日もニコボックスご協力ありがとうございます。優良消防署員

消防司令　　　　小野　　誠　 様

消防司令補　　 岡田　豊弘　様

消防士長　　　　布野　恭子　様


