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月 日、滋賀県遺族会創立 周年記
念・平成 年度滋賀県戦没者遺族大会が
守山市民ホールで挙行された。嘉田由紀
子滋賀県知事、宇賀武滋賀県議会議長、
宮本和宏守山市長、森田次夫日本遺族会
副会長らの来賓を迎え、県下各地から約
９００人が参加した。
（関連記事５面）

発行所

英霊の孫・ひ孫に継いでいこう

第一部では、開会 思い」
、立命館守山高
のことば、国歌斉唱、 校３年の青木萌さん
英霊に対して黙祷、 が「尊い命粗末にし
松井尚之滋賀県遺族 ない」と題して、ま
会長の挨拶に続き、 た、東部ニューギニ
戦没者遺族等に対す アの戦没者遺骨帰還
る援護事業に貢献さ 団の一員として参加
れた方に知事表彰５ された彦根市の北川
人、滋賀県遺族会長 國男さんが、体験談
表彰 人に授与され、 を涙ながらに語られ
被表彰者を代表して、 た。最後に山川芳志
野口邦彦さん（彦根 郎守山市遺族会長が
市）から謝辞が述べ 大会宣言（案）
、決議
られた。続いて嘉田 （案）を朗読、会場全
滋賀県知事、宇賀滋 員の拍手で承認され
賀県議会議長、森田 第一部は終了した。
日本遺族会副会長よ
第二部は、守山市
り祝辞をいただき、 吹奏楽団に懐かしの
宮本守山市長からは メロディー等を演奏
歓迎のことばが述べ していただき、会場
られた。地元選出国 全員が口ずさみ、和
会議員の上野賢一郎、 やかな雰囲気に包ま
武村展英、武藤貴也、 れたひと時であった。
三日月大造の各衆議 続いて、イラク戦争
院議員より祝辞をい の「ひげの隊長」で
ただいた。
おなじみの佐藤正久
続いて、次世代戦 参議院議員が『自衛
跡訪問体験発表では、 隊は国民を守る使命
栗東市立金勝小学校 がある。東日本大震
６年の朝倉佳紀さん 災の時、情報収集等
が「特攻隊の人々の のため被災地へ入っ

分科会で活発な意見交換

たちは守るべき人が
いる。そして、果た
すべき約束がある』
と講演された。
会場では、海外戦跡

朝からの雨も上が
慰霊巡拝写真展と「太
平洋を二度も渡った寄 り、本大会は成功裡
せ書き日の丸」が展示 に終了した。
され、参加者は一つ一 （総務委員長
林 恵美子）
つ熱心に見入っていた。
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た。しかし、隊員の
中には肉親を亡くし
た者もいたが不安を
隠し、涙を押し殺し
作業に従事した。私

月７日、平成
年度滋賀県遺族会女
性研修会が大津市勤
労福祉センターで開
催された。県下各地
から女性会員１５０
余人と、松井尚之滋
賀県遺族会長はじめ
県遺族会の男性役員
人がオブザーバー
として参加した。
女性研修会は、遺
族会の中心的な役割
を担ってきた女性会
員が高齢化の進む
中、本会組織の要と
認識するとともに、
組織の継承や尚一層
の充実化を図ること
を目的として、県下
各市町遺族会員を対
象に研修するもので
ある。
松井会長挨拶の
後、的場恵美子滋賀
県遺族会副会長（日

本遺族会女性代表） 族年金、恩給法、戦
が「遺族会の中心的 傷病者戦没者遺族等
な役割を担ってきた 援護法、特別弔慰金
お 母 さ ん の 高 齢 化 など分かっているよ
が進み、私たち遺児 うでわからない処遇
へと移行し、世代交 問題が詳しく説明さ
理解が深まった。
代してきたという現 れ、
午後からは４つの
実。その引き継いで
いくべき私たちも平 分科会に分かれ、①
均年齢 歳、高齢化 講演内容の処遇改善
と会員の減少が進む について ②講演内
遺族会はこの過渡期 容と地域での女性委
をいよいよ真剣に、 員としての活動につ
がむしゃらに取り組 いて ③活動を次世
んでいく必要に迫ら 代にどのように引き
れている」と挨拶。 継いでいくのか ④
続いて水落敏栄参議 その他について話し
院議員の激励のメッ 合いがもたれた。
分科会終了後、各
セージが披露された。
研修は、講師に森 分科会で出た意見等
田次夫日本遺族会副 の発表があり、全体
会 長 を 迎 え、
「 戦 没 のまとめとして岸田
者遺族の処遇改善の 孝一滋賀県遺族会副
あらまし」と題して 会長が「英霊顕彰運
講演を聞き、質疑応 動は無限である。戦
答 が 行 わ れ た。 遺 没者遺児は高齢化し
て平均年齢 歳、お
母さんは 歳、会員
が減少しつつある。
そこで、女性部が中
心となって、また平
和の尊さを正しく伝
えて行く次世代へ継
いでくれるよう、し
っかり活動し実行に
移さねばならない」
と要請した。最後に
参加者全員で「靖國
神社の歌」を斉唱
し、研修会は終了し
た。
（広報 北田潤子）
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95

高齢化・会員減 真剣に取り組む

と確信します。また、滋賀
県平和祈念館には開館以来
現在まで約６万人の入館者
を数え、これからも多くの
子ども達が訪れるものと期
待し、これらの機会をとら
え て「 英 霊 顕 彰 と 恒 久 平
和」への取り組みを継承し
ていきたいと思っていま
す。会員の皆さんには今後
ともご支援ご協力をお願い
します。
最後になりましたが、皆
さんにとってこの一年が幸
多き年でありますことをお
祈りしてご挨拶とします。

分科会の発表をする（右上から時計回りに）西川尚子
さん、井ノ口征子さん、大西初枝さん、疋田勝子さん

滋賀県戦没者
遺 族 大 会
新年おめでとうございま
す。旧年中は遺族会活動に
対しまして格別のご協力を
いただき、厚くお礼申し上

中心となり真剣に議論をさ
れ「英霊の孫、ひ孫に継い
でいこう」と機関決定され
ました。滋賀県遺族会では
幸いにも、これまで 年間
に鹿児島方面や沖縄方面へ
次世代戦跡訪問研修に参加
した６００人の皆さんがお
り、遺族会活動への参加を
呼びかけたいと思っていま
す。研修に参加して「戦争
の悲惨さ、命の尊さ、平和
の大切さ」を学んでくれた
皆さんは、これからの日本
を背負って立つ次世代のリ
ーダーになってくれるもの

73

発行責任者
滋賀県遺族会長
松井 尚之
「守るべき人がいる」と講演した
「ひげの隊長」でおなじみの佐藤
正久参議院議員
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女性研修会

滋賀県遺族会館

29

過ぎ去りましたが、今日の
平和と繁栄は、戦争によっ
て心ならずも命を落とされ
た方々の尊い犠牲と、戦後
の国民のたゆまぬ努力の上
に築かれています。私たち
遺族の歩んだ道は筆舌に尽
くしがたい歳月であり、互
いに励まし、助け合い、懸
命に生き抜いてまいりまし
た。このことをひと時も忘
れてはなりません。
しかし、私たち遺族も高
齢化が進み、後継者問題が
出てまいりました。
日本遺族会では女性部が

10

10

げます。おかげさまで諸事
業も順調に進捗し、靖國参
拝、次世代戦跡訪問研修の
２つの大きな事業を残すの
みとなりました。
昨年は台風 号により滋
賀県も大きな被害がありま
した。災害が少ない県と安
心しておりましたが、大津
市、高島市、栗東市などの
被災されました皆さんにお
見舞い申し上げます。
さて、戦後 年の歳月が

松井

尚之
滋賀県遺族会長
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顧問・参与

広報委員会

日本遺族通信・県遺族会機関誌の発行、各事業（沖縄、海外除く）の取材
次世代活動委員会

次世代戦跡訪問研修の実施
平和祈念館対策委員会

次世代の研修、平和祈念館の内容充実・促進の提言
祭祀委員会（みたま）

みたままつりの企画・開催
祭祀委員会（靖國）

靖國神社への参拝と親睦旅行の企画・実施
英霊顕彰委員会

海外戦跡巡拝の企画・実施、旅の記録の作成、遺品展・写真展の開催
社会福祉部会

社会福祉平和委員会

平和祈願リレー行進の企画・実施、会員親睦の企画検討
女性部会

女性委員会

本会組織強化の検討、女性研修会の企画・実施、社会福祉活動の推進
法人の事業・会計の監査

次世代組織化特別委員会

遺族会後継者および次世代戦跡訪問者の組織化の企画・検討・実施
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題や主要事業計画案
などの説明を受けた。
次期（平成 年度
～ 年度）は滋賀県
遺族会の役員改選が
あり、遺族会法人格
変更に伴う諸課題や
反省事項、これから
の組織の要となる次
世代の育成、女性部
の更なる活躍などを
目指した組織を改正
する旨の概略発表（別
図参照）が行われた。
平成 年度滋賀県遺
族会主要事業（案）
も提示された。定款
26

懇談会」を掲げて実
施してきたが、滋賀
県選挙区で自民党議
席の空白状況を解消
して一カ年を経過
し、立法府で活躍中
の議員の皆さんと

挨拶をする上野賢一郎自由民主党滋賀県支部連
合会会長

日（土）アヤハレー
クサイドホテルで行
われた。
前年度までは滋賀
県遺族会の年間主要
事業計画の一環とし
て「県議会議員との

滋賀県選出国会議員と滋賀県議会議員とのつどい
平成 年 月に実
施された衆議院議員
選挙で滋賀県第１選
挙区から第４選挙区
までそれぞれ選挙区
で当選された４人の
国会議員（大岡敏孝
議員、上野賢一郎議
員、武村展英議員、
武藤貴也議員）とと
もに、平成 年７月
の参議院議員選挙で
比例代表全国区３選
目の有村治子議員、
滋賀県選挙区初当選
された二之湯武史議
員も加わった「自由
民主党滋賀県選出国
会 議 員・ 滋 賀 県 議
会議員とのつどい」
が、平成 年 月７

に定められた郡市遺
族会会長会議の開催
や日本遺族会第３ブ
ロック会議が滋賀県
当番となり、新たな
事業が予定されてい
る。これらは今後の
理事会、評議員会で

皆さんからはそれぞ
れの立場で要望事項
に対する最大限の努
力をしていただく旨
の言葉をいただい
た。
遺族会からの単な
るお願い事項だけで
は許されない。今回
のつどいを通じて、
遺族会の目的達成、
すなわち「遺族の福
祉救済や相互扶助の
途を講ずることはも
とより、 世紀に生
きる若い世代が戦争
の歴史に触れ、戦争
の悲惨さや幾多の尊
い犠牲のあったこと
を認識し、恒久平和

真剣な議論が行われ
て最終決定の上、新
年度体制と事業計画
がスタートする。
また、巨大台風
号の直撃を受けたフ
ィリピンに対して、
被災者への義援金を

の確立を目指し、全
人類の福祉に貢献す
る」ということを、
県下全ての郡市遺族
会毎に自ら組織を挙
げて実践していくこ
とが求められること
を再認識する機会と
なった。

募集することが発表
され、会場には早速
募金箱が置かれて会
議出席者への浄財募
金の要請が行われた。
募金は、各市町遺族
会で取りまとめ、滋
賀県遺族会からフィ

☆国に対する要望
⑴ 総理、閣僚等の
靖國神社参拝の推
進と、国立の戦没
者追悼施設新設構
想の断固阻止につ
いて
⑵ 海外にある戦没
者の遺品を早期に
返還するとともに、
遺品の売買を禁止
する法律の制定に
ついて
⑶ 戦没者遺族に対
する弔慰金につい
て
☆県に対する要望
⑴ 海外戦跡慰霊巡
拝・友好親善事業
について
⑵ 次世代戦跡訪問
研修事業について
⑶ 滋賀県主催によ
る滋賀県戦没者追
悼式、沖縄「近江
の塔」における戦
没者追悼式並びに
平和祈念式典の実

要望事項項目

直々に膝を交えた懇
談が出来る喜びは格
別である。会員数の
減少と高齢化、若い
人たちへの継承等々
多くの課題を抱える
遺族会にとって、国
会議員、県議会議員
の皆さんからの支援
は欠かすことのでき
ない極めて重要な事
柄である。
遺族会からは県内
郡市代表１０２人
が出席し、岸田孝一
滋賀県遺族会副会長
が代表して、国に対
する要望事項、滋賀
県に対する要望事項
を発表した。議員の
16

21

「忌憚のない意見を述べよ」と挨拶する
松井尚之滋賀県遺族会長（アヤハレー
クサイドホテル）

ーギニア・
ミャンマ
ー）
、靖國
神社参拝旅
行、次世代
戦跡訪問研
修（ 鹿 児
島・沖縄）
などについ
て各担当委
員長からの
説明と協力
要請があり、松井尚
之滋賀県遺族会長や
角野彰夫滋賀県遺族
会事務局長から平成
年度に向けての課
26

要望事項は最大限努力

変更内容等の連絡を
受けるとともに、平
成 年度終盤の遺族
会事業、海外戦跡慰
霊巡拝（パプアニュ

27

26

30

要望事項を発表する岸田孝一滋賀県遺族会副会長（左端）

る。
今回も滋賀県健康
福祉部健康福祉政策
課北村重治参事の出
席をいただき、全国
戦没者追悼式典への
参列条件の緩和や高
齢参列者の付き添い
人参列可能など、滋
賀県当局の取り扱い

近江の塔での式典、沖縄戦跡巡拝、次世代活動委員会（沖縄等）への協力

はなく、滋賀県遺族
会の理事、評議員、
各市町遺族会長のほ
か各部会（総務・企
画・英霊顕彰・社会
福祉）委員が一同に
会し、遺族会事業の
スムーズな執行を目
指し、連絡調整、意
見交換するものであ

法人・役員に関すること、各事業の関係官公庁との調整、ほか
事務局 （局長、事務員２名）

25

平成 26 年度〜平成 27 年度 滋賀県遺族会 概略組織図（案）

平成 年８月、滋
賀県護國神社で開催
された第１回合同会
議 に 続 い て、 第 ２
回合同会議が 月７
日（土）
、大津市のア
ヤハレークサイドホ
テルで開催された。
合同会議は議題を審
議し決議するもので

沖縄委員会

英霊顕彰部会

12

25

12

24

25

＜所掌事務＞
遺族大会、追悼式、国・県議会議員とのつどい、定款などの各種規程の検討

次世代部会

事
幹
幹事長
副会長
長
会

＜委員会＞
会＞
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事 （男女各２名）
監
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総務企画委員会
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5名
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リピンに届けられる。
会議出席者は、引
き続いて行われる「自
由民主党滋賀県国会
議員・県議会議員と
のつどい」に臨み合
同会議を終了した。
（広報 田中正彦）

施について

「議員とのつどい」
に出席されたみなさ
ん（敬称略）

衆議院議員
大岡 敏孝
衆議院議員
上野賢一郎
衆議院議員
武村 展英
衆議院議員
（代理出席）
武藤 貴也
参議院議員
（代理出席）
有村 治子
参議院議員
二之湯武史
滋賀県議会議員
三浦 治雄
辻村
克
家森 茂樹
赤堀 義次
佐野 高典
石田 祐介
西村 久子
野田 藤雄
奥村 芳正
小寺 裕雄
髙木 健三
宇野太佳司
富田 博明
山本 進一
岩佐 弘明
大野和三郎
佐藤 健司
（広報 田中正彦）

総理の靖國参拝実現
遺族会の思い 総理に通ず

念・県下戦没者追悼
式、慰霊と平和祈願
リレー行進、県下市
町要望活動、国会議
員・県議会議員との
懇談会等々主要な事
業の中で広く粘り強
昨年 月 日午前、安倍晋三内閣総理大臣の靖國神社
く訴えてきた。こう
参拝が実現した。靖國神社には、尾辻秀久日本遺族会会
した諸々の活動が、
長（参議院議員）
、森田次夫日本遺族会副会長、水落敏
今回の靖國参拝をさ
栄日本遺族会顧問（参議院議員）などが戦没者遺族を代
れた安倍総理の心に
表して安倍総理を出迎えた。
通じたものと確信す
る。
に 述 べ て い た。
（Ｎ
今後は、毎年恒例
ＨＫテレビニュース の総理の靖國参拝と
放映から）
なるよう「総理、閣
滋 賀 県 遺 族 会 で 僚等の靖國神社参拝
は「総理、閣僚等の の定着化」を、引き
靖 國 神 社 参 拝 の 推 続き訴えていくこと
進」をスローガンと が求められる。
して、毎年の県戦没 （広報委員長
者遺族大会や平和祈
竹井昌夫）
平成 年 月５日
午前 時より、滋賀
県護國神社の秋季例
大祭が挙行された。
前日の天気予報で
は、降水確率 ％で
あったため、護國神
社では雨仕様の会場
設営がされていた
が、案じられた降雨
も早朝にお湿り程度
の雨が降っただけだ
った。
すがすがしい空気
が張り詰める中、県
下各地から多くの戦
没者遺族をはじめ、
武藤貴也衆議院議員
と本県選出の各国会
議員の秘書、県議会
議員、彦根市議会議
員等々、多数の来賓
10

80

25

10

の参列があった。
厳粛に進められた

神事の最後に山本賢
司宮司より、伊勢神

ら引き継がれてきた
日本の伝統行事が継
承された場に臨むこ
とができ、大変感激
であった。
伊勢神宮では、私
事のお願いはできな
いと言うので、国家
のこと、遺族会のこ
とをお願いしてき
た』と。
新しく造り替えら
れた伊勢神宮の参
拝もさることなが
ら、祖国の繁栄と安
泰を念じつつ散華さ
れた多くの英霊を祀
る靖國神社や護國神
社へも読者の参拝
を・・・。
（広報 西川久子）

国のために、私たち日本人のため
に貴い命をかけて戦った郷土の先
人たちの遺徳を顕彰し、伝える施
設である。これこそ郷土の歴史施
設であり、平和の原点でもある。
その意味で護國神社こそ学校教育
の中で教えられ、活かされねばな
らない施設である。
護國神社の近くにはお城や神社仏
閣、さらには博物館や美術館など歴
史や文化を伝える施設も多い。我々
遺族も近くを旅した時には是非護國
神社に参拝し、家族や友人などにそ
の存在を伝える必要がある。幸い平
成 年 月には「全国護國神社巡拝
ガイドブック」が出版された。
ともあれ私たち遺族は戦後 年
を目前にして、機会をとらえ、地
域の忠魂碑や慰霊碑とともに護國
神社の問題にも智恵と力をしっか
り発揮しなければならない。この
ことなしに、我が国の真の発展も、
人々の本当の幸せもないのではあ
るまいか。

宮の式年遷宮の「遷
御の儀」に３千人の
特別奉拝者の一人と
して招待された体験
談 が あ っ た。
『 月
２日の午後５時以降
指定された席を立た
ぬよう説明があり、
８時頃に明かりが落
とされ松明の火だけ
が灯り、雅楽が流れ
る闇の中、衣擦れの
音のみが聞こえ、絹
で 覆 わ れ た「 御 神
体」と「宝物」が奉
納された。この一連
の神事が終えたのは
午後９時。凛とした
厳かな３時間半とい
う長い神事ではあっ
たが、決して長く感
じなかった。古くか

音楽会などと子どもや若者を呼び
込む行事が工夫されている。
ところがその護國神社の所在が地
図に載っていなかったり、道行く人
に尋ねても知らないばかりか、奈良
県では観光案内所の職員すら知らな
かったり、石川県では近くの交番所
の案内板にもお寺や神社が観光スポ
ットとして掲載されながら護國神社
が無かったりと、何ともやりきれな
い気持ちにさせられた。これでは英
霊もさぞかしご立腹ではなかろうか
と思う。
これは、現在社会が護國神社の
存在を忘れている証左でしかない。
いや、その存在を知らないという
ことは教えていないということで
あり、伝えていないために知らな
いという悪循環の状態にあるとい
うことである。その意味で、今こ
そ次の世代に伝えてこなかったこ
とを反省し、改めてその努力すべ
き時にある。
云うまでもなく護國神社は我が

伊 勢 神 宮 の 式 年 遷 宮 の「 遷 御 の 儀 」 の 体 験 を
を話す山本賢司宮司

論、靖國神社がそれである。なお、
県によっては兵庫県のように神戸と
姫路とに二つあり、また岐阜県のよ
うに大垣、岐阜、飛騨と三つあるな
ど複数の護國神社がある県もある。
護國神社の所在場所は殆どが県庁
所在地である。それも多くがお城の
中や歴史的に由緒のある所か、神が
宿りそうな森の中などが選ばれてい
る。
しかし、参拝者は靖國神社のよ
うに多くはないし、年齢層も若者
や子どもの姿はあまり見当たらな
いのが実情である。それだけにか
つてのように戦没者遺族や戦友会
などのような戦争体験世代に頼る
のでは限界があるため、各神社で
は様々な努力が重ねられていた。
春と秋の大祭や戦争関係者による
慰霊祭以外にも夏のみたま祭り、
秋の七五三はもとより、５月のゴ
ールデンウイークには鯉のぼりを
境内に揚げての男の子の節句や稚
児行列、相撲大会、泣き相撲大会、

70

祖国の繁栄と安泰を念じつつ
25

秋季例大祭
滋賀県護國神社
26

26

23

と戦争を起こしては
ならない。同時に、
二度と戦禍に苦しむ
ことが無い時代をつ
くらなければならな
い。アジアや世界全
体の平和と安定をひ
たすらに目指すこと
を誓った」と記者団

24

ッグに入れ電車で帰宅した。
以来、毎月２日か３日は護國神社
参拝のサイクリングだが、隣の岐阜
県や奈良県に続いて近畿各府県を、
さらに北陸、東海へと足を延ばし
た。旧東海道は国道１号線を箱根を
越えて日本橋へ、流石に天下の剣の
坂は喘ぎ喘ぎで自転車を押して歩い
た。そして靖國神社に参拝後は関東
の各県に。また、佐賀市でのマスタ
ーズ陸上選手権大会出場を機会に北
九州の３県をなど、平成 年末まで
に 府県と の護國神社に参拝する
ことができた。
こうした護國神社の参拝は、行く
先々で思わぬ体験や発見が待ってい
たりする。各府県には必ず護國神社
があるが、神奈川県は唯一護國神社
が無かった。建設直前に敗戦になっ
たからだという。東京都の場合は勿

護國神社問題にも知恵と力を

12

13

参 拝 後、 総 理 は
「 国のために戦い、
尊い命を犠牲にされ
た英霊に対し、哀悼
の誠を捧げるととも
に、 尊 崇 の 念 を 表
し、御霊やすらかな
れとご冥福をお祈り
した 」
「 日本は二度

自転車で全国の護國神社を巡拝する國松善
次滋賀県遺族会顧問

11

23

75

10

25

20

サイクリングを趣味の一つにして
いる私は、毎年一回は琵琶湖一周を
して 年が過ぎた。これを記念して
県下の忠魂碑などを全部自転車で参
拝することを考え、それを１年２ヶ
月かけて２１１か所の参拝を終え、
平成 年８月 日護國神社に完拝の
報告をした。
歳の後期高齢者に仲間入りした
今、何か思い出になる事をと始めた
のが各県護國神社の自転車参拝であ
る。先ずはと平成 年９月 日滋賀
県護國神社に参拝し、旅の安全と全
部の参拝を祈願いただいた。その日
は京都の霊山護國神社をめざし、陽
の落ちる直前にやっと到着。神職が
帰られた後だったが、参拝して朱印
をいただき、
「宮司と奉賛会長によ
ろしく」と伝言をお願いして京都駅
に向かった。駅前で前輪を外してバ
13
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者のおられない激戦地へも
巡拝しました。
Ｂ班は平成 年以来８年
ぶりに、ミンダナオ島に２
泊して、ダバオを中心に巡
拝、その後ルソン島サンマ
テオ、アンチポロ、ボソボ
ソ方面の巡拝を行いまし
た。今回の巡拝では日比友
好親善事業である学校訪問
を、Ａ班は小学校、Ｂ班は
幼稚園へ訪問してボールペ
ン等の学用品をプレゼント
しました。
今回フィリピンで史上初

11

めての風速 メー
トルと想像も出来
ない大型台風がレ
イテ島に上陸、そ
のため予定してい
たカリラヤ日本慰
霊庭園での合同慰
霊祭を取りやめ、
モンテンルパの慰
霊公園で暴風雨の

17

後悔・うれしさ 亡き父と涙する

ホテルに帰ってからカンギポット
山での私の奇異な行動のことを人か
ら聞きました。父が何かを私に囁き
たかったのではないだろうか、それ
とも長い間誰かが来てくれることを
待っていて下さったのではないだろ
うか、もし待っていて下さったのな
ら 年間は長い歳月だったのだろう
などと、いろいろ考えているうちに
分からなくなってしまい、涙が流れ
ていたのです。今までご無沙汰して
いた後悔の涙と、見えない父に会え
たうれしい涙がないまぜになって流
れたのでした。
レイテ島の話が出る度に涙が大
粒の涙になるのでした。周囲の人
とたわいもないことを話している
時は笑顔でおられたのですが、ひ
とりになると涙が流れるのでした。
私と同じように父もさぞ多くの涙
を流されたことでしょう。父の涙
は無念さと悲しみの涙ではなかっ
たかと思うと、私も涙が流れてく
るのでした。
父の涙を少しでも癒すことがで
きるのなら、そして父が日本へ帰
りたいのなら、私が父を負んぶし
て日本に帰ることに決めました。
そして今は亡き母や兄が眠る故

レイテ島の慰霊祭で焼香する廣野恭子さん

90

ルソン島でのサンマテオ慰霊祭

中、合同慰霊祭を挙行しま 時間遅かったら、おそらく られましたレイテ島の方々
した。帰国してからテレビ 無事帰国できなかったので のご冥福と一日も早い復興
や新聞の報道でレイテ島の はないかと思います。
を心よりお祈りいたします。
被害を知り、もしレイテ班
最後になりましたが、壊 （英霊顕彰海外Ａ委員長
父がレイテ島で戦死したという
のマニラへの帰りが３～４ 滅的な被害に遭われ亡くな
森田久隆） ことは母から聞いていましたが、
あまり気にもせず年月が過ぎてい
ようとしていた涙は止まりませんでした。
ミンダナオでの海上や、モンテンルパ ました。年齢を重ねるにしたがっ
どのような場所で最後の死を迎える寸前、
の収容所での戦跡慰霊巡拝では、歌手の て遺影でしか心の中にいなかった
食べ物のない山中で最後は野垂れ死にと
渡辺ハマコさんが歌われた「モンテンル 父のことを意識するようになって
「父の眠るレイテ島とは
なったのか、あるいは銃で撃たれたのか
パの夜は更けて」の歌詞を浮かべ思わず きました。
と独断と偏見で想像する中で、どんな思
胸が痛みました。収容所の方の思いをど どんな所か一度行ってみたい」と
いで死を迎えたのかと頭が錯綜しました。
のように察するか、若くして日本のため 軽い気持ちで慰霊巡拝に同行させ
に戦死していった方々を思う時、人が人 ていただきました。
レイテ島に到着して最初に目に
を殺し合う無残な戦争、何の利益がある
のか、命の尊厳を考えずにはいられませ したのは、椰子の葉で葺いた屋根
んでした。
やトタン屋根などバラック様の屋
巡拝して、私の生き様を見てくれてい 根でした。次に驚いたのは、車は
る父の顔を汚したくないと思いました。 多く走っていましたが、乗車して
豊かな日本から見れば、劣悪な環境で貧 いる人が車の屋根の上まで盛りこ
富の差が大きくまだまだ後進国のフィリ し状態だったことです。リンタク
ピン。日本は法治国家で発展している中 のような車も多く見かけました。
で改めて、日本としていかにして支援し 反対に豪華な高級車も走っていて
ていくべきか、また実践していくべきか 貧富の差を痛感しました。
自問自答しなければならない心境になり
いざバスに乗ろうとすると、子
ました。
どもたちが何か言いながら寄って
今回の戦跡慰霊巡拝に参加させていた きて、物乞いをしているように見
だいたことを、甲良町の遺族会の方々に えました。貧しい国だとは聞いて
「遠い戦地で眠っている英霊が待っていま いましたが、これほどとは思いま
す。是非とも戦跡慰霊巡拝をしていただ せんでした。改めて日本の暮らし
きたい」旨を報告したいと思っています。 の豊かさを感じた次第です。
（甲良町 上野正之）
慰霊巡拝は開会の辞に始まり、フ
ィリピンの国歌、日本の国歌、黙祷

68

超大型台風をまぬがれた戦跡慰霊巡拝
第 回フィリピン戦跡慰
霊巡拝は富田博明滋賀県議
会議員にご同行いただき、
月３日から９日にかけて
２班に分かれ 人が参加し
ました。
Ａ班レイテ島は毎年のよ
うに巡拝していますが、他
の島と併せて巡拝している
ため２日間と短く、十分に
巡拝できていない激戦地が
沢山あり、今回はレイテ島
だけの巡拝にして、サマー
ル島 ～ レイテ島東部 ～ 北
部及び西部 ～ 北部の参加
23

甲良町選出の県遺族会の評議員として、
平和委員会に所属させていただきながら
会議にも全てが出席できていない中、今
年度甲良町の代表として、県のフィリピ
ン戦跡慰霊巡拝に念願がかない参加させ
ていただきました。
（ 月３日～９日）
以前から、一度は写真しか知らない父
の眠るフィリピンの土地を訪問したいと
思いつつ、今回ご縁があって訪問するこ
とが出来ました。関空から出発し、４時
間余りの機上の人となり現地の上空にさ
しかかった時、戦友から家族に伝えられ
ていた、父が行方不明となった山麓は何
処なのかと機上から合掌しました。
戦死の報告は「ルソン島マニラ市方面」
ですが、どんな場所だったのだろうかと
思いつつ、昭和 年にグアムから帰還さ
れた横井庄一さん、また、後にフィリピ
ンのルバング島で発見された小野田寛郎
さんのことが頭に浮かび、戦友から伝言
されていた言葉が「行方不明」であるこ
とが脳裏から離れず、慰霊場所では大き
な声で「お父さん」と呼ばずにはいられ
ませんでした。もし生きていたら返事を
してほしいとの願いをこめつつ、こらえ
47

33

感慨無量 慰霊の地で止まらぬ涙
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フィリピン戦跡慰霊巡拝

25

の平和な日本の礎を築いて下さった方々のこ
とを語り継いでいくという遺族会の役割は大
きいものと思われます。今回の慰霊の旅で戦

お陰で、初めて叔父の眠るフィリピンミンダ

この度、滋賀県と滋賀県遺族会の皆さんの
てを失ったこと、兵士ばかりか現地フィリピ

麻の生産で大成功し、それが大東亜戦争で全

た日本人歴史資料館で、戦前日本人がマニラ

間人が戦争の犠牲になっ

おられたこと、多くの民

産・販売で大成功されて

バオの地でマニラ麻の生

ニラ市よりも治安は良いとのことでした。カ

悪いと聞いていましたが、ダバオ市は首都マ

を知りました。また、ミンダナオ島は治安が

内陸部へ２００㎞程離れている所にあること

叔父の戦死したキタオタオが、この町から

の姿を思い浮かべる時、戦争という名を借り

本兵や現地の方々、民間人そして叔父の最期

のか、フィリピンで犠牲になられた多くの日

と早く戦争を終わらせることが出来なかった

ィリピン、アメリカの関係を聞き、なぜもっ

ガイドのひで子さんから、当時の日本とフ

の感想とさせていただき

謝申し上げ戦跡慰霊巡拝

等、関係者の皆さんに感

ん、ガイドのひで子さん

して心温かい団員の皆さ

博明滋賀県議会議員、そ

ていただきました富田

と続き、呼びかけ、読経、焼香、献
花と厳かに行われ、最後に記念撮影
で一日目が終わりました。そして二
日目も無事に終わりました。

記念講演に参議院議員 佐藤正久氏
をお迎えした。大変有名な方なので多
忙は常だろうが、当日も伊丹空港から
守山まで車で来るとのこと。しかも、
時間は予定通り行っても 分くらいと
のこと。アトラクションと講演の間に
待ち時間が出るのではないかと不安が
出てきた。これが分かったのが２日
前。アトラクションを延ばせないかと
のことで、これまた水野団長に伝えた
ところ、
「２曲くらい増やしてもせい
ぜい５～６分、私のトークを入れての
ばすしかないでしょう」とのことで、
前日の吹奏楽団合同練習で急遽２曲増
やしていただいた。
当日、
「今、大津インター通過」
「今、
栗東インターを出ました」
「今、三宅の
交差点です」と、次々ステージの袖に

ミンダナオ島ダバオデイケアセンター幼稚園を訪問した一行

40

語り継いでいく遺族会の役割は大きい

ナオ島の土を踏むことが出来ました。出発の
ン人や民間人が多く戦死していたことを知り、

前日本人がフィリピンダ

前日、叔父のお墓にお参りし、明日フィリピ

ていたこと等、機会があ
りましたら地域でも話を

不戦の誓いを新たにしました。
翌日、現地の幼稚園を訪問し、小さな子ども

していきたいと思ってい

ンへ行くことを報告しました。晩秋の日本か
ら真夏のミンダナオ島ダバオに着き、改めて
たちの元気な姿、きらきら光る瞳に幸せを祈ら

最後になりましたが、

身の引き締まる思いと感激で、胸がいっぱい
本人慰霊庭園での合同慰霊祭は、台風 号の影

実りある慰霊の旅が出来

ます。

叔父は 歳という若さで戦死。二度の召集
響で中止になりましたが、代わりにモンテンル

ましたことは、森田班長

ずにはいられませんでした。最後のカリラヤ日

が無ければ結婚もされ、きっと子どもや孫の
パの日本人墓地で風雨の中慰霊祭が行われ、貴

になりました。

顔を見、幸せな老後を送られたであろうと思
多僧侶のお経が今も耳に残ります。

タルナンでの慰霊祭で叔父に呼びかけをさせ

た人間の愚かな行為に怒りがこみ上げて来ま

をはじめ、一緒に旅をし

うと無念でなりません。

ていただき、長年の思いが達成できたことに

ます。
（湖南市 山村 聡）

民吹奏楽団（団長 水野正裕、団員
人）に依頼したところ、 人の団員か
らなる演奏を聴くことができた。守山
市の会員や他郡市の会員からは「難し
い曲は要らない、懐メロを聴かせてほ
しい」との注文があったので、水野団
長に伝えたところ、快く受けていただ
いた。
「ＮＨＫ連続テレビ小説 あまち
ゃん」のテーマ曲を皮切りに、演歌の
大御所 北島三郎のヒット曲の中から
「函館の女」
「与作」
「北の漁場」など
を演奏。希望の多かった「青い山脈」
は団長自らプリントして下さり、１番
から４番までみんなで合唱させてもら
った。最後は「花は咲く」で締めくく
っていただき、合計 曲演奏を聴くこ
とができた。大いに盛り上がったアト
ラクションだった。

65

した。
戦争体験を知る人も少なくなり、今日のこ

山川芳志郎

場内を大いに盛り上げていただいた
守山市民吹奏楽団の皆さん
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感謝し、涙があふれて来ました。雨の中、ミ

会長

ニ三輪バイク（トライシルク）に乗って訪ね

最後まで気を許さぬ 裏方の奮闘
守山市遺族会

うことで、４００人分空いたので仕
方がなかったのではないか。
８月、
「守山市平和のよろこび展」
と共催で「帰ってきた日章旗展」を
催したが、反響が大きかったので、
再度ロビーで展示した。多くの会員
が見入っておられたのが印象的だっ
た。
第２部のアトラクションは守山市

10

27

滋賀県遺族会創立 周年記念・平
成 年度滋賀県戦没者遺族大会が守
山市民ホールで開催された。地元会
長として感じたことを報告させてい
ただきます。
まず、９００人の会員が市民ホー
ルに入られたが、ステージで見てい
たところ空席が見られた。これは、
マックス１３００席に９００人とい
65

族
遺
第 244 号
(5)

郷へ帰り、一緒に語らい、苦しみ
と悲しみの涙を思い出の涙に変え
ていただければと祈らずにはおら
れませんでした。
十分に慰霊できたかどうかは分
かりませんが、帰国して次の日に
故郷のお墓参りに行き無事に帰っ
ていただいたことを報告しました。
慰霊巡拝の旅をふりかえります
と、もしレイテ島からの帰国出発
が半日でも遅れていたら台風災害
に巻き込まれていたのではないか
と思います。父が私たちを守って
下さったのではないかとつくづく
思う今日この頃です。
そして、台風で被災されたフィリ
ピンの人々、中でも多くの思い出を
残して下さったレイテ島の皆さんの
ご多幸を心からお祈りしています。
最後になりましたが、今回ご一
緒させていただきました方々に対
し、貴重な体験をさせていただき
ましたことを感謝申し上げますと
ともに、滋賀県遺族会関係者の皆
様に改めて感謝申し上げます。あ
りがとうございました。
（彦根市 廣野恭子）

いる私のところに情報が入ってきたが、
演奏そのものはどうしようもないので、
こちらをチラ、チラと見る水野団長に
手で合図してトークを少し長い目に取
ってもらってしのいだ。ステージの模
様替えを入れてなんとか間を空けずに
講演に移れたのでホッとした。
「守るべき人がいる」の演題のも
と、流暢な語りぶりで、ついつい引
き込まれ時間の経つのを忘れた。し
かし、佐藤正久氏は次のステージの
ため質問の時間が取れなかったのは
少々残念だった。
何はともあれ、天候良し、故障者な
し、大いに盛り上がり、今大会は成功
裡に終了したことは感謝したい。
皆さん、ご苦労さまでした。お疲れ
様でした。

31

多賀町遺族会

会長

清水正義

多くの方々の参拝をいただき、
英霊の顕彰に全力を尽くすこと
を改めてお誓いしたところです。
今後、滋賀県遺族会では、
「慰
霊と平和祈願リレー行進」の今
後の進め方を検討いただいてい
ますが、無理のない範囲で現行
の形を推進され、各市町遺族会
の要望が実現することを願うも
のであります。

25

とです。さらに市政の進展に尽
力します」と追悼のことばを。
来賓、各支部遺族会代表に続
き、小・中学生、遺族会員、参
加者全員が献花。
引き続き、次世代戦跡訪問事
業に参加した鹿児島方面の横田
みなみさん（虎姫小学校５年）
と沖縄方面の畑野果歩さん（鏡
岡中学校２年）が感想文（下記
掲載）を発表しました
平和への讃歌として長浜小学
校合唱団と、女性コーラスグル
ープＣＵＯＲＥほっこ（北湖）
の皆さんによる合唱があり、閉
会となりました。
次世代を担う若い方々が一人
で も 多 く、 戦 跡 訪 問 事 業 に 参
加され、戦争の悲惨さを見聞さ
れ、平和の尊さを語り継がれる
ことを願っています。
（広報 雨森久昭）

世代を超えて平和を語り合う・長浜市平和祈念式典

11

第 回慰霊と平和祈願リレー行進の成果

多賀町遺族会は、第 回慰霊
と平和祈願リレー行進の手交式
において滋賀県遺族会の要望に
加えて、多賀町独自の要望とし
て、町内３個所の忠魂碑に対し、
次世代の方々にしっかりと継承
されることを目的に「忠魂碑に
係る説明板の設置」を町に要望
しました。また、
「多賀町平和の
祭典」においても再度、同様の
要望を続けました。
この私たちの願いは、平成
年度の多賀町社会福祉協議会の
事業として認められ、説明板の
設置が今般叶うことができまし
た。会員からはこの機会に忠魂
碑の周辺環境保全を図ろうとの
機運が高まり、暑い中でしたが
有志で清掃作業を行い、
「忠魂碑
の由緒」の表題で説明板は見事
に設置されました。
碑前での集まりは初めてでし
たが、 月３日に説明板設置報
告法要を実施し、会員をはじめ

秋の晴天に恵まれた 月９日
（日）
、長浜市平和祈念式典が開
催されました。
この式典は、市町合併を契機
として、３年前から実行委員会
主催によって開催されてきまし
た。市内遺族会員、小学生、中
学生、そして市内選出の県会議
員、市会議員など約３００人の
方々の参加で始まりました。
国歌斉唱、黙祷、市内中学生
の代表による長浜市平和都市宣
言 の 朗 読。式 典 の 実 行 委 員 長
藤井勇治長浜市長による式辞。
「この式典は先の大戦でお亡く
なりになられた方々の慰霊と世
界平和を祈念しての開催です。
この式典を通じて、次代を担う
子どもたちから、戦争を経験さ
れたお年寄りまでが世代を超え
て平和について語り合う契機
になることを切望しています」
と。
副実行委員長の大
家博長浜市遺族会長
の 追 悼 の 辞。
「 小・
中・高の児童・生徒
の若い世代の方々に
戦跡訪問研修を推進
し、過去の歴史を見
聞してもらい、英霊
の願い、世界平和実
現に協力をお願いし
たい」
土田良夫長浜市議
会議長から「恒久平
和の願いを後世に伝
え、また広く世界に
向けて発信していく
ことが重要で、この
式典に多くの小学生
諸君が参加されてい
ることは意義深いこ
次世代戦跡訪問研修発表をする畑野果歩さん（右）と横田みなみさん

多賀町社会福祉協議会で設置された
忠魂碑の由緒説明版
多賀町広報誌「広報たが」に取り上げられた忠魂碑の清掃活動
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戦争を学んで・・・

長浜市立鏡岡中学校
２年 畑野 果歩
私は沖縄に行き、戦争のことをたくさん
学びました。糸数アブチラガマでは、全長
２７０ｍの自然洞窟で、農家の下がガマにな
っていました。入口はとても小さかったので
すが、入ってみるととても広かったです。当
時使われていたビンや靴底が間近に見られ、
実際に使っていた井戸などもあり、こんなと
ころで生活しなければならなかったのかと思
うと平和の尊さを実感しました。
近江の塔では慰霊祭を行いました。戦争で
お亡くなりになられた方々のご冥福を祈って
献花をしました。近江の塔の後ろには戦争で
お亡くなりになった方々の名前が書いてあり
ました。滋賀県だけでも数えきれないほどの
名前がありました。
旧海軍司令部壕では当時の破片の跡があり、
戦争の爪痕がくっきりと残っていました。壕
内は通路が縦横に張り巡らされていて、その
長さはおよそ４５０ｍあると聞きました。
対馬丸記念館では、ガマの中に避難してい

鹿児島の勉強をして

長浜市立虎姫小学校
４年 横田みなみ
私は、３日間鹿児島に行って特攻隊のこと
や鹿児島の歴史についていろいろな勉強をし
ました。
特攻隊のことでは、知覧特攻平和会館、観
音堂やホタル館や開聞岳、比島戦没者の碑に
行きました。
私は、初めて特攻隊のことを知りました。
家族や国のためと言って、たった一つしかな
い命をなげすてて飛んで行った特攻隊の人た
ちは勇気のある人だと思いました。中には、
お父さんだった人もいるし、もうすぐ子ども
が産まれるという人もいたそうです。子ども
の子はお父さんがもう帰ってこないことは悲
しいと思うし、特攻隊のお父さんも、子ども
ともう会えないのは悲しいと思うし、もうす
ぐ子どもが産まれるという人は子どもの顔を

る住民の様子や戦争の被害を受けた痛々しい
姿の写真がいくつもありました。他にも実際
に使われた爆弾の模型があり、これほど大き
いものとは知らなかったので大変驚きました。
さらに、戦争を経験された方々の証言集があ
り、私は何人もの証言集を読みました。
その証言集に書かれていたことは、今では
とても考えられないことばかりでした。だか
ら私はこの沖縄に来て、自分の目で確かめて
みて、改めて今自分たちが出来ることは何だ
ろうと考えました。それは二度と戦争が起こ
らないようにすることはもちろんのこと、世
界中の人々が平和に生きていけるようにする
ために、何をしていけば良いかを考え続ける
ことだと思います。
私は最後に声を大にして言いたいことがあ
ります。それは、赤紙一枚で戦争に行き、戦
死された私のおおじいさんの血が私にも流れ
ているということを忘れてはならないという
ことです。また、この沖縄に来て感じた事、
思いなどを次世代に伝えていけたらいいなと
思います。私たちを沖縄に連れて行って下さ
った方々に感謝します。ありがとうございま
した。

見たかったと思います。特攻隊の人には感し
ゃしたいです。
鹿児島の歴史のことでは、維新ふるさと館
へ行きました。そこでは、ドラマのげきをみ
ました。人かと思ったらロボットだったので
びっくりしました。そのげきの中でも、西郷
隆盛はどこかで見たことがあるような人でし
た。ほかにもスイッチをおすとげきみたいに
小さい人形が動いていろいろかいせつしてく
れたり、ゲームもいろいろできました。歴史
のことがよくわかりました。
私は、初めて一人で遠い所へ行きました。
初めは心配だったけど、だんだん友達ができ
て楽しくなりました。このけいけんをまたち
がうことに使っていきたいです。班活動の時
でも、私は４年生なので一番小さいから、中
学生の子からしゃべりかけてくれたのでうれ
しかったです。また何かのようじで鹿児島に
きたときは、特攻隊の人のことを思いだした
いと思います。

しています。そして神様、仏様
福山 きみさん（甲賀市）
に命のある限り自分のことが出
過ぎし戦争時代を想い浮かべて 来るよう手を合わせています。
この年まで生きられるのも周り
（趣旨）
若 い の方々のお陰と感謝しながらこ
昭和 年２月の第１回靖國神社昇殿参拝旅行から数
男 の 人 れからも余生を過ごしたいと思
えて今回は第 回となり、滋賀県遺族会創立 周年第
は み ん っています。そして最後に、悲
回記念特別企画の靖國参拝となります。今年も県内
な 召 集 惨な戦争は二度とないよう願う
各地から５００人余の一同が昇殿参拝します。参拝者
（本人寄稿）
さ れ、 ばかりです。
全員に進呈される記念切手シートや参拝記念しおり
女の人
の旅行記録にも思いを馳せ、旅の思いを書き綴って
は 軍 事 冨川 とし子さん（甲賀市）
いただくため、靖國参拝の短歌・俳句を募集します。
工場に働きに行きました。私の
（課題）
夫も祖母、両親、そして生まれ
一生懸命働き続けてくれた母
「靖國参拝の旅」に限定
て間もない子どもと私の５人を
残して召集されて行きました。
私の
（応募用紙）
当時、先祖さんが残された火
母、 と
参拝往路新幹線の車中で配布する参加者名簿冊子に
鉢や床の間の置物等全て出して
し子は
挟んで、参拝者全員に渡します。応募者は、応募用
しまいました。店に行ってもお
現在
紙を切り取ったうえ、郵送またはＦＡＸで応募
金が高く買うことができません
歳です。
（応募数）
でした。食べるものは味噌、醤
その母
短歌２作品、俳句２作品まで
油、豆腐、飴玉、お漬物等全て
の過去
（応募作品送付先）
家で作って家族で分け合いなが を少し遡って書かせていただき
滋賀県遺族会事務局気付け・広報委員会宛
ら食べました。お金はなく、物 ます。
郵送またはＦＡＸ送信
もなく、朝目が覚めたら田畑仕
母は父と京都市上京区で畳業
（締め切り日）
事に一生懸命頑張るしかありま を営んでおりました。昭和 年
平成 年３月末日
せんでした。
春、召集令状が来て父は戦地（中
（発表）
日中田畑で働いている時、Ｂ 国・中支）へ。そして昭和 年
機関誌「遺族の友」第２４５号（平成 年６月）発
が飛んで来た時は背中に木の
月戦死の公報が入り、その後
行に掲載します
葉を付けて木の陰へ隠れ、夜は 幼い子供２人と共に父の実家甲
電気を消して暗闇で過ごしてい 賀に帰ります。
（選者）
ました。食べ物や布などは配給
父の両親と共に慣れない田畑
前年度に引き続いて委託します
で、私は冬にはムシロ織や米袋 を耕し、朝から夜まで働き、私
短歌選者：母坪みち代氏
織をして一家の生活のために一 たち娘２人を育ててくれました。
（前仰木の里学区老人クラブ連合会長）
年中忙しい毎日でした。
私の結婚前には、古く汚い家も
俳句選者：奥野きぬ氏
今は子ども夫婦と孫やひ孫に 新築してくれて、今思えば本当
（大津市遺族連合会員）
も恵まれ、何不自由なく日々を にすごーい母だなあと思います。
総務部会広報委員会
暮らすことが出来ており、当時 娘の私にはとても母の真似はで
とはまさに天と地の違いで生活 きません。
その後も慣れない田畑の仕事 お詫びと訂正
お付き合いで世間が広がり、そ をすっかり覚えて 歳近くまで
平成 年 月 日発行の第２４３号︵前号︶
﹁遺族の願い
の こ と が 私 を 支 え て く れ ま し 頑張ってくれました。
（
「父の両
た。今でも親しくお付き合いし 親」父の父は昭和 年 月没、 要望書にこめて第 回慰霊と平和祈願リレー行進﹂の記事で︑
お名前の誤りがありました︒おわびして訂正いたします︒
ている方がおられます。でも歳 父の母は昭和 年没）
を重ねるごとにだんだん話し相
今、母とし子は認知症で特別
︵正︶滋賀県知事代理那須安穂健康福祉部長
手が少なくなり寂しいです』
養護老人ホームのお世話になっ
︵誤︶滋賀県知事代理那須安積健康福祉部長
ふみさん、ありがとうございま ております。父のことも娘のこ
︵正︶大津市議会議員 黄野瀬明子
した。いつまでもお元気で。
とも時々忘れますが、元気でい
︵誤︶大津市議会議員 貴野瀬 明
（広報 雨森久昭） て下さい。
（甲賀市 冨川千鶴子）
29
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奮って応募してください

40
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瀬戸川恒雄

12

会長

23

が実施される中で、当時の区長
会に管理が委託されたと聞き及
んでおります。現在、区長会も
そのかかわりを放棄され、遺族
会が清掃管理をしております。
以上の経過から忠魂碑の維持
管理は、もともとの建立者に帰
すると考えております。遺族会
も全く関わらないとは思ってお
りませんが、市当局と遺族会が
協議し早急に改善策を立て、速
やかな対応が求められておりま
す。このことは米原市民の平和
への礎の前進につなげるもので
あり、市議会や市民に広く訴え
て行きたいと思っております。

29

米原市遺族会

し、生徒の立ち入りを禁止し、
グランドの使用にも支障を来た
しております。遺族会員の高齢
化に伴い、維持・管理が難しく
なり、今後のことを考え米原市
に維持管理の対応について要望
し、協 議 す る こ と に な り ま し
た。
この「忠魂碑」は戦没者慰霊
を目的に、戦前の行政によって
建立されましたが、終戦と同時
にＧＨＱの占領政策で政教分離

10

忠魂碑の保全・管理について米原市に要望書を提出

米原市におきましては、
「忠
魂碑」が ヵ所あります。いず
れも大正時代に当時の村が建立
しましたが、 年以上の月日が
経ち、倒壊の危機にさらされて
いる「忠魂碑」があります。米
原湯谷神社境内の児童公園に
建立されている米原忠魂碑が
傾 斜 し て お り、こ の ま ま 放 置
すれば倒壊し危険な状況です。
また、伊吹小学校のグランド北
にある伊吹忠魂碑の石垣が崩壊

田中 ふみさん（長浜市）

り、何度川に飛び込んで死にた
いと思ったことか。でも、実家
が近かったため父が何かにつけ
励まし、援助してくれ、生き延
びることが出来たのです。主人
がいなくてもするべき事はきち
んとしました。主人が帰ってき
て「よくやった」とほめられる
ように頑張りました。
戦死公報のないまま、出征か
ら 年経った昭和 年 月１
日、主人の勤め先の助言、説得
もあり生きて還ってくると信じ
て い ま し た が、し ぶ し ぶ 了 承
し、盛大な町葬と字葬を行って
もらいました。後で分かった事
ですが、夫は博多から釜山に行
き、満州・北安の陸軍病院で亡
くなっていました。どんな死に
方をしたのだろうか？見てもや
れなかった悔しさが残ります。
母子家庭であることへの差別も
ありました。もう１年早く戦争
が終わっていたら・・・。私の
生き方も変わっていたと思いま
す。戦争は人生を狂わせます。
夫の葬儀が済んだ後、未亡人会
からの誘いで入会し、その後遺
族会婦人部として運動したり、
出かけたり、いろいろな方との

10

90

戦争は人の人生を狂わせる

は非常に大切にされ、召集令状
がきた時は取りすがって泣いて
おられました。昭和 年７月
日出征。乳飲み子を抱え、食べ
るものもなく先々真っ暗でし
た。一ヵ月後、敦賀から博多に
向かうという情報で虎姫駅まで
駆けつけましたが、列車は出た
後で会えませんでした。ところ
が京都で２．３日泊るとのこと
で、なんとしても幼子と二人で
会いに行くと決心。親切な駅員
さんのお陰で切符が入手でき、
幼子を会わせることが出来まし
た。これが夫との最後の別れと
なりました。
終戦、戦死通知もなく音信不
通で行方不明でした。引き揚げ
船が着く港へ行き夫の姿を探し
ました。安否も尋ねました。家
の横で靴音がすると夫が帰って
来たのではと期待し、通り過ぎ
るとがっかりしたものでした。
主人の両親は落胆、悲観し、戦
後すぐに立て続けに亡くなり、
幼子と二人暮らしになりまし
た。孤 独 な 毎 日 と 食 糧 難 の お

40

25

96

19

20

14

「 自
分のこ
とは自
分で」
を心が
け、 新
聞は毎
日隅々まで目を通される。日々
会計簿をつけたり、あき箱など
を利用しての小道具作りをした
りと、まだまだお元気なふみさ
ん。
今では、息子さんご夫婦、や
さしいお孫さんに囲まれ楽しく
暮らしておられますが、ご主人
を戦争に送り出してからの苦労
は並大抵ではなかったとおっし
ゃる。
以下は記者に語って下さった
事をふみさんの言葉で書かせて
いただきました。
『夫は通信局新聞局職員でし
た。一人息子であったため両親
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平和祈念館が開館して早いもので１年半を超えた︒当委員会では１年を経過した平成 年春︑アンケートをとりいろ
いろな意見を聞いた︒今後の発展に資していただければと思っている︒

平和祈念館対策委員長 杉江周作
マを分けてボタンで選べるようにし︑もう少し時間が
・資料の説明文章より︑見て分かるよう写真を多くすべき︒

長くても良いのでは︒

・戦争当時の国︑内外のことを学ぶことが出来た︒また︑一
二階を活用

・第二次大戦のみでなく︑北方戦線の資料展示もほしい︒
・二階を利用して︑
戦没者の遺書・携行品・勲章・従軍記章・
手紙等の常設展示のコーナーを設けてほしい︒

お願いしたい︒

・ボランティアの他に戦争体験者・お母さん等の語り部

を招き︑貴重な体験を後世に残すようにしてほしい︒
映像他媒体での勉強

・全国的視野で大都市空襲︑原爆︑特攻隊︑沖縄戦が学べる︒

・靖國神社﹁遊就館﹂を参考にしては︒

・国内の同様施設とタイアップして︑展示品の貸借等を

考えられないか︒

現在の世界

・現在の世界情勢から各国の平和への努力状況︒

・海外遺骨収集・海外戦跡慰霊訪問の写真パネルの展示︒

・太平洋戦争・特攻隊等のビデオ視聴会の企画︒

遺族会へ

質問してみたい︒

・県立の施設として適正か︒県議会の考えはどうなのか︒

明の誤り等が見受けられる︶

・展示内容と説明に誤りがないように︒
︵東レ被爆日時説

備え付けを︒

・来館者に意見︑感想を記入してもらうよう︑ノートの

・食事が出来るようにならないか︒

が少なく︑タクシーは高くつき︑行きにくい︒

・交通の便を何とかならないか︒公共交通のバスの回数

入りやすいようにして欲しい︒

・国道の﹁平和祈念館﹂の看板を大きくして︑来場者の

その他

は出来ないか︒

・遺品以外に英霊の言葉を月毎に拡大して紹介すること

・戦没者の遺影保存︑展示は出来ないものか︒

念館展示例︶

・父の最後の手紙の展示︒遺書の展示︒
︵他府県の平和祈

慰霊

して欲しい︒

当時の真実に目を向け︑国の犠牲者の想いを深く理解

・遺族会が永年念願してきた想いとギャップが大きすぎる︒

︵二十四の瞳・雲流れる 果てに・人間の条件等︶

・子どもたちに感激を与える映画会等も企画しては︒

が必要︒

・戦争の悲惨さ︑平和の大切さを意識づけるものの展示

訴える

・現在の世界状況︑報道写真︒
︵中東・アフリカ・南米等︶

惨な現状のパネル展示がほしい︒

それにより難を強いられている国民や子どもたちの悲

・現在世界で起こっている戦争︑内戦︑テロ等の紹介と

出前展示・出前講座

・戦争体験者の声・映像の収集と視聴会の企画︒

てほしい︒

・今も出前講座を行っておられると聞く︒積極的にやっ
次世代へ

のカリキュラムに組み入れ︑見学研修を課外授業の場

・教育委員会や行政に働きかけ︑小・中学校の平和学習
となるようなシステムを考えるべき︒

・小・中学校への出前講座により︑学生・教職員への認
識の充実を図ってほしい︒
よる平和学習討論会等を行っては︒

・遺族会で実施している︑次世代戦跡訪問研修参加者に

・平和祈念館と戦争遺跡︵掩体壕等︶を組み合わせた見
歴史勉強

学会を企画してはどうか︒

い解説展示を史実に基づきリアルに展示する︒

・日清・日露〜太平洋戦争に至る︵近代史︶背景の詳し

・人権を無視した戦争のむごさ︑残酷さをただの展示で

はなく︑現実的に悲惨さを訴えるような展示はできな
いか︒

れだけの人が︑どこで亡くなったかということを伝え

・各戦争毎の戦死者の地域別人数を地図上に表示し︑ど

・戦没兵士の個人史として︑写真・遺品・履歴等をパネ
ルにして１ヶ月単位で何人かずつ展示すればどうか︒

・戦争の概要︑滋賀県人の犠牲状況等の説明展示や遺品

よるＰＲを望む︒

・県・市・町といった行政の広報紙や市町教育委員会に

展示内容等のＰＲ

・戦後︑外地から帰還した人の体験記の展示︒

るような展示も必要︒

これらにより︑若くして散って行った人たちのことを

二階の部屋に展示し静かに見られるようにしてほしい︒

・これらは常設展示として︑﹁陳列棚による展示﹂として︑

もっと知らしめてほしい︒

はもう一度行こうという気にはなれない︒見学して心

常設展示と企画展示
は企画展示として年４回程度の入れ替えとして展示︒

・常設展示は入口︵地図のコーナー︶と二階とし︑一階

・戦記等の貴重な個人所有の資料︑書籍等を引き取って

の展示を増やしてほしい︒
残っていない︑夫々の企画展示はＤＶＤ等で記録して

・今までの企画展示は入れ替えすれば以前のものは何も

もらえるシステムの構築︒
︵所有者の高齢化により資料

欲しい︒

・平和祈念館で年に２回程度会員が集まる事業を考えて

・女性研修会を平和祈念館の二階での開催を考えては︒

・この祈念館は遺族会が一生懸命頑張って出来あがった

ものであるが︑現状では遺族会の関与が無いに等しい︒

晴らしい知識︑豊富な経験を発揮し︑後世に正しい歴

二階の部屋にクモの巣を張らさないように︑会員の素
は入場者の減少は目に見えている︒

史を伝えてゆかねばならない︒

・他府県の平和祈念館︑類似施設の研修を行って︑展示
の参考とすることも必要と考える︒

ご協力ありがとうございました︒

・
﹁遺族の友﹂に平和祈念館の展示ＰＲを︒

他の祈念館等を参考に

・遺品等の展示をもっと多くして頂きたい︒今のままで

と遺品もあるので再提出を行ってほしい︒

・手紙等はまだまだ家庭に残っている︒今の内ならもっ

遺品の再提出

・県内４ブロック地域別の資料展示も考えてほしい︒

等の分散︑亡失を防ぐ上から︶

ライブラリーとして残しておき︑いつでも閲覧できる

・戦時中の生活用品・農具等の展示︒

銃後の生活

ようにすべき︒

・戦時中の子どもの様子を示すもの︒
︵絵日記・ノート・

ティアの説明はよかった︒今後このような方の説明を

迫るものがなかった︒当時を多少なりとも知るボラン

・館職員の説明は︑若い人であったためか遺族には胸に

展示説明

・当時の生活がしのばれるもの︒
︵古いレコード等︶

教科書等︶

構造・備品

・ 館のガイダンスビデオも︑いつも同じものでなく︑テー

示説明の文字をもっと大きく︒

が大変︒素通りされると︑心に訴えるものがない︒展

・ 展示資料の説明文章が小さく︑また︑多いので読むの

スペースとパネルで仕切るべき︶

・ 床の地図が目立ちすぎる︒
︵このスペースは他の展示

ルが必要︒
︵英霊塔・兵士の像・観音像等︶

・ 見学者が戦没者を慰霊のため手を合わせられるシンボ

山田氏寄贈の飛行機を格納する︶

・ 館外にシンボルの展示が出来ないか︒
︵掩体壕を造り︑

シンボルの展示

︻要望意見︼

見て下さい程度である︒

・ 見応えがない︒つまらないと思った︒ついでに寄って

に訴える展示の仕方が必要である︒

・他の地方の資料館に比して見劣りがする︒今の展示で

くものがない︒

・ 戦争の悲惨さを表現・展示したものが乏しく︑心に響

強く勧める気持ちにはなれなかった︒

訪問する気持ちは弱かった︒他の団体や個人に訪問を

・ 展示品が少なく︑空間が多い︒時間を持て余す︒再度

展示について反省すべき点

・戦争当時の四畳半の家庭状況を思い出すことが出来た︒

緒に訪れた次世代の子にもその実態を体感させられた︒

・ 最初の展示としてはよかった︒分かりやすかった︒

展示方法・内容について良かった点

﹁改善﹂それは発展を意味する︒今後ほかに類を見ない平和学習の発信地と期待する︒

捧げることは当然である︒

遺族会からの要望として︑慰霊の場が欲しい︒
﹁平和﹂を言う前に︑その礎があったこと︑それに感謝︑尊崇の誠を

を勉強する場︑史跡︑自然と︑校外学習の豊富な地で併用活用を︒

次世代の活用について︑近隣の小中学校の利用はあるが全県的には疎らである︒全県的には例えば﹁湖の子﹂のよう
に定型づければどうか︑の意見もある︒わざとすると費用負担の点を問題にされているようだが︑この地は︑南極観測

展示場に説明があるが総体的に細かく要点が乏しい︒

がわからない︒

の場合は︑分けて説明が欲しいとの意見がある︒
﹁平和の燈﹂については︑入館者の最初に目に入るものである︒説明

意見は最高の皮肉と受け止める︒展示替えは行われているようであるが︑
ＰＲもなく︑広い場の一部でなく︑特別展示

戦時体験者は︑あの時代の暗いイメージがあり︑今日がある︒訴えるものがすくない︑と︒
﹁ひろびろとして良い﹂の

ようにならないものか︒意見の中に﹁１回来たら良い﹂では淋しい︒印象では︑２万余点ある収蔵のうちで展示されて
いる点数が少ない︒期待外れと酷評もある︒外観︒シンボルが欲しい︒
﹁ここがそうか﹂では︒館内は︑明るすぎる︒

先ず︑足︒正直言って遠く便が少ない︒車の社会と言われ懸念は少ないようであるが︑誰もが気軽に歩いて出かける
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