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「戦神と呼ばれた男」
根本 博（ねもと ひろし、1891 年 6 月 6 日 - 1966 年 5 月
24 日、中国名：林保源）は、日本の陸軍軍人及び中華民国
の陸軍軍人。最終階級は共に陸軍中将。栄典は勲一等・功三
級。陸士 23 期。陸大 34 期。
終戦時に内モンゴル（当時は蒙古聯合自治政府）に駐屯し
ていた駐蒙軍司令官として、終戦後もなお侵攻を止めないソ
ビエト軍の攻撃から、蒙古聯合自治政府内の張家口付近に滞
在していた在留邦人 4 万人と復員兵３５万人を救った。
復員後 1949 年、中華民国台湾へ渡り、金門島における
戦いを指揮し、中共政府の中国人民解放軍を撃破。中共政府
は台湾奪取による統一を断念せざるを得なくなり、今日に至
る台湾の存立が決定的となった。
終戦時、満州にいた邦人の多くがシベリアへ抑留されたな
か、
根本はどうやって人々を救ったのか、
何故台湾へ渡り戦っ
たのか。
根本は 1945 年 12 月に、蒋介石とあった。蒋介石は、日
本人の帰国を承認し、帰国処理を根本に託した。蒋介石は、
日本に留学していた経験があり、戦後日本とは協力関係が必
要と考えていたのだ。この時、根本は最後まで残り、本土へ
の帰国を見守った。この時の蒋介石に対する「恩義」を、根
本は忘れなかったのである。
帰国後、中国では内戦が起こり、蒋介石率いる中華民国軍
は台湾まで追いやられていた。根本は、家族に釣りに行くと
釣り竿を手にして家を出た。そして九州から台湾へと密航し
たのだ。何故なら、
蒋介石の恩義に報いるためであった。「戦
神」と言われていた根本は、蒋介石の参謀として金門島にて
迫りくる人民解放軍と激戦を交わした。激戦の中でも、島の
住民をできるだけ巻き込まないような配慮までしたそうだ。
この戦いの勝利により、現在の中華民国が存在するわけであ
る。3 年後、帰国した根本が飛行機から降り立つ手には釣り
竿があった。何食わぬ顔で、釣りから帰ったようにした態度
に、根本の人間性が垣間見られる。
台湾では、近年公表されるまで根本のことは極秘扱いされ
ていたため、この事実を誰もしらなかった。
では何故極秘扱いであったのだろう。
根本は台湾に渡ると、
日本名ではなく中国名を使用していた。当時、許可なく海外
に渡航はできなく、更に中国国内の紛争に関与するための渡
航など出来るはずがない。一つに、終戦間もない日本及び日
本国民に、根本の行為が政治的な悪影響を与えるわけにはい
かない。また、根本は家族思いな人柄であり、日本に残った
家族に迷惑をかけられない。あくまでも、蒋介石との個人的

◎点鐘：小川 智会長

な恩義のための行為であり、イデオロギーなどは全く関係な
かったのである。更に、蒋介石自身にも迷惑をかけることは
できないので、隠密な行動をとったようだ。
最後に、日本人の帰還を了承した蒋介石に対し、根本がこ
こまで恩義を感じたのはどうしてなのかと思った。恐らく、
蒋介石の行為が「日本の武士道」と相通じるものを、根本は
感じ取ったのではないのかと感じた。恩に命を懸けて報いる
という、根本の行動から私達も何か学ぶものがあるような気
がするのは、私だけであろうか！
〈本日 1/17 のプログラム〉
クラブ協議会

五大奉仕委員長

後半の活動について

幹事報告

高橋

勤二

幹事

・第 5 グループ インターシティー・ミーティングの案内
2018/2/11（日）13：30 ～むさしの村 さくらホール
登録料 ￥5,000
（1/1 在籍者全員登録）1/15 までに振り込み
・日豪青年訪問団ウエルカムパーティーの案内
2018/1/21（日）17：30 ～開会 18：00
川越 ラ・ボア・ラクテ ￥5,000 1/17 まで
・2018-19 年度第 5 グループガバナー補佐決定
國分 忠志 氏 ( 熊谷籠原 RC)
・地区分担金下期分明細
（表添付） 1 月中に納入
・第 11 回ライラデー報告書
（2017/5/21 紫雲閣にて）
・熊谷警察官友の会より
平成 30 年新春懇親会開催の案内
1/19（金）18：00 ～
ホテルガーデンパレス ￥5,000 （会長出席）
・高城神社 節分祭の案内
2/3（土）16：30 ～ （欠席）
・倫理法人会より
倫理経営講演会の案内・・2/15（木）17：45 ～
ホテルヘリテイジ
・社協だより
第 48 号
例会日
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吉田 繁会員
皆さまこんにちは。今日から下期が始まりますが、下期もよ
ろしくお願い致します。
岩崎孝男会員
おめでとうございます。国際奉仕の岩崎です。後半もよろし
くお願い致します。
斎藤勝治会員
小川年度、後半の活動もご期待申し上げます。
大沢 剛会員
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致
します。北海道楽しみましょう！
蛭川俊也会員
新年明けましてお目出とうございます。沢山の年賀状ありが
とうございました。今年もよろしくお願い致します。
新井公二会員
明けましてめでとうございます。黄さんともども宜しくお願
いします。新年クワェルーこと中国では挨拶です。
井桁憲治会員
輝かしき新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。黄さん今年
も中国語のご指導を楽しみにしております。謝謝（シェーシェー）
野村泰豪会員
あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し
上げます。成人の日の祝日に新幹線内に i-phone を忘れま
した。その時初めて「i-phone を探す」を実行した所、場所
が特定でき無事手元に戻ってきました。便利なものですね。
佐藤良孝会員
明けまして新年おめでとうございます。今年もニコニコ
BOX 宜しくお願い致します。

例会企画委員会
安藤 久乃

委員長

1 月 プログラム
1月3日

正月休会

1 月 10 日

理事会報告
クラブ協議会 会長・副会長・幹事・SAA
後半の活動について

1 月 17 日

クラブ協議会 五大奉仕委員長
後半の活動について

1 月 24 日

夕刻移動例会 采帆久亭
新年会 ゲスト MASUMI さん
ご家族の参加も OK です。

1 月 31 日

休会（定款第６条１節 C 項による）

2 月 プログラム
2月7日

7 日〜９日 親睦家族旅行
別途案内あり

２月 11 日（日）第５グループ IM
むさしの村 さくらホール
2 月 14 日

理事会報告

2 月 21 日

IM 振替休会

2 月 28 日

夕刻移動例会
誕生祝い

ニコニコ BOX

本日

累計

1/10

￥27,000

￥475,000

親睦委員会
高橋 勤二

クラブ協議会
後半の活動について

幹事

会員誕生
藤澤貞彦会員・武藤 正会員

小川 智

会長

川栁敏子さま・市川美智子さま・浅井恵子さま
おめでとうございます。
宮川 進

ニコニコ BOX
佐藤 良孝

委員長

小川会長・宮川副会長・高橋幹事
新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願
い致します。
野中弘之会員
おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。高齢
といってよい年になりましたが、出来るだけ例会には出席し
たいと思っています。
藤澤貞彦会員
新年あけましておめでとうございます。誕生祝いありがとうご
ざいます。
石井典男会員
皆さま明けましておめでとうございます。本年もよろしくお
願い申し上げます。
清水利夫会員
新年おめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
浅井純次会員
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致
します。
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副会長

高橋 勤二

清水 利夫

kumagaya-east-rc.com

幹事

正 SAA

〈次回 1/24 のプログラム〉
夕刻移動例会

采帆久亭

