会長

降伏調印式の
安達中将の写真

をとるため、東部ニューギニア戦

友遺族会の堀江正夫会長に相談し

て結果、「是非とも拝受したい」

との意向が得られたことから、こ

近藤さんが横田会長に手渡した

の日の面会が実現した。

パプアニューギニア国駐日大使

歳月が経過してセピア色に変色し

写真は、はがきサイズで、 年の

本会の仲介でＰＮＧから

日、東京・ホテルニュ

館主催の、ＰＮＧ独立記念式典が

横田会長、小池副会長が出席した。

ーオータニで開催され、本会から

去る９月

ニア方面の作戦を指揮した第 軍

ていた。終 戦まで、東 部ニューギ

陸軍中将が、参謀と共にウエワク

司令官・安達二十三（はたぞう）

降伏調印式に臨んだ時（昭和 年

のケープ岬において、連合軍との

この日会場では青年海外協力隊

校で教師をしていた、愛知県出身

員として、６月までＰＮＧの小学

の近藤隆昌さん㉙から横田会長に

認された。

９月

日）のものであることも確

写真は、近藤さんが２年間赴任し

一枚のモノクロ写真が手渡された。

ていたウエワクのセントメリーズ

渡されたが、堀江会長は昭和

いた堀江会長に、横田会長から手

写真はこの日、会場に列席して

年

小学校の校長先生が、大切に所持

年５月からは第

軍作戦参謀（少

月東部ニューギニアに出征、翌

写真」とされ、日本に持ち帰って

佐）として、安達中将のもとでニ

令官が、降伏文章に調印した際の

欲しいと、プレゼントされた。

帰 国 を 目 前 にし た 近 藤 さ んは 、

どを歴任、今年 歳になる。

陸上自衛隊幕僚長、参議院議員な

ューギニア作戦を支えた。戦後は

の人が、 年間も大事に保管して

堀江会長は「貴重な写真を現地

99

ニューギニア会

68

18

20

18

歴史的に貴重な写真であると考え、

18

横田会長宛に「私が保持するより、

日本の適切な場所で管理してもら

いたい」と、当 会のホームページ
にメール
便で相談
を持ちか
横田会

けてきた。
長は近藤
さんの意
向をくみ、
仲介の労

い」と、語った。

県ニュー ギ ニ ア 会 に も 感 謝 し た

「仲介の労をとってもらった長野

は 」と 感 慨 深 げ に 写 真 に 見 入 り 、

いたということも背景にあるので

の将兵が、住民と友好的に接して

手に入れたのかも知りたい。当時

合 軍 が 撮 影 し た 写 真 を ど う して

くれていたことに頭が下がる。連

68

久

13

していたもので、「旧日本軍の司

13

横 田

のホームページがとりもった
縁で、昭和 年９月にウエワ
クで行なわれた『降伏調印式
に臨む第 軍安達司令官の写
真』が、本会の仲介により東
部ニューギニア戦友会の堀江
正夫会長に託されました。詳
しくは次項をご覧ください。
今年は戦後 年、平和の尊
さ、戦争のはかなさを知って
いる年代の人々が減り、戦後
生まれが人口の７割を占める
そうです。
特定秘密保護法も先の国会
で可決され、日本の将来に向
けて危機感もささやかれてい
る中で、『南十字星の下、散
華された将兵の想いを無にす
ることなく、恒久平和の願い
を後世に伝えたい…』という
遺族、会員の願いを支えにし
てその責務を果たしてまいる
覚悟でごでいます。
年頭にあたり、皆様方のご
健康とご多幸をお祈り申し上
げてご挨拶といたします。
69

20

18

ウエワクでの降伏調印式に臨む
安達中将（左）と参謀

11

第 14 号

国神社のご理解を頂きながら
当会改修委員会で計画を進め
て参りました。事業の推進に
あたり心配された高額の工事
費用については、会員はじめ
各方面の皆様方から多額のご
芳志を賜り予定費用の見通し
がたちましたことをご報告い
たし、重ねて厚く御礼申し上
げます。
現地慰霊巡拝については、
昨年度は残念ながら催行でき
ませんでした。会員の高齢化
による希望者の減少、現地国
の治安状況への心配、為替レ
ートの変動による費用の上昇
などの要因もありました。
本年度も栃木県護国神社や
旅行業者と協力しながら催行
の実現にむけて準備を進めて
参ります。
話題は変わりますが、当会

ＰＮＧから託された写真を受け取る
横田会長と近藤さん（右）

平成26年１月20日発行
長野市戸隠祖山1175
発行人 横 田
久
印 刷 神林印 刷

恒久平和の願いを
後世に伝えたい

謹んで新年のご挨拶を申し
上げます。
会員、ご遺族の皆様方にお
かれましてはお健やかに新年
をお迎えのこととお慶び申し
上げます。
昨年の長野県ニューギニア
会の事業および行事は、皆様
のご協力とご支援を頂きなが
ら、ほぼ計画どおりに進める
ことができましたことを厚く
御礼申し上げます。
本年も２月の通常総会、春
の「嗚呼戦友の碑」の改修、
７月の慰霊大祭、秋の現地慰
霊巡拝団派遣など皆様の積極
的なご支援とご参加を受けな
がら計画を推進して参りたい
と願っております。
さて、昨年の事業をふりか
えってみますと、「戦友の
碑」改修につきましては、護

▼

平成26年1月20日

長野県ニューギニア会
（1）第14号

碑改修委員会

撤去終了後に、石碑の根元の
基礎コンクリート部分を造り
直してから、仮置きしてある
碑を再設置、間詰コンクリー
ト（早強）打設します。そし
て養生期間
を経て作業
完了となり
ます。
撤去する
石について
は、数量が
個が予定
され、体積
はおよそ
㎥、重量は
概算で ㌧
という規模
のものです。
工事費用
は概ね七百
数十万円と
考えられま
すが、費用
の中で占める大きな部分は作
業用のクレーン車（予定で

は ㌧車１台、
㌧車１台）の賃料
です。仮に ㌧ク
レーン車を使用し
た時はメインビー
ムとカウンターウ
エイトを外す必要
があり、現場で組
み立ててから使用
するという巨大な
代物です。建設した当時
は無かったような大型ク
レーン車ですが、推定
㌧の石碑を安全に吊り上
げて移動させるためには、
現在の
法規や
作業の
安全面
から必
要とのこと
です。
今年の夏
の慰霊大祭
には、新し
くなった碑
の前でお祭
りができる
ことを願っ
て、改修委
員一同頑張
っておりま
す。
かつて、
全国に類の無かった、見上げ
るような素晴らしい碑を造り

⑤左側面（西面）

上げた、故大久保豊初代会長
や当時の役員、戦友、ご遺族
の方々の熱意を、心して受け
止めながら安全に作業を完了
させ、今後とも平和を願い、
かつ、英霊への鎮魂の場とし
て末永く守り続けたいと思い
ます。
新しく物事を進めるための
お願いでなく、歴史ある今あ
る物の、縮小、改修という後
ろ向きな事柄にも関わらず、
多額なご寄付を下さいました
皆様には改めて厚く御礼申し
上げ、以上ご報告を申し上げ
ます。

⑥背面（北面）

80

38

「嗚呼戦友の碑」春には改修着手

25

12

～皆様の温かいご寄付を受けて

前回の総会で決定したこと
ではごさいますが、昨年の９
月に『嗚呼戦友の碑』改修費
用に関してご寄付をお願いい
したましたところ、大勢の皆
様方から心のこもった温かい
浄財を頂戴し有難うございま
した。ご寄付頂いた金額の集
計につきましては、 年 月
現在もご送金が続いておりま
すので最終的なご報告は改め
てさせていただきます。
今回は改修工事に関して現
状についてのご報告をさせて
頂くことに致します。
さて、皆様からの資金を元
に、工事に着手するわけです
が、予算の有効な活用のため
にも複数の工事会社に照会し
て見積りを依頼、現在、金額、
工法などの詳細について作業
中でございます。この会報が
皆様のお手元に届く頃には結
論が出ているものと思います。
改修の形状につきましては
紙面ではなかなかお判りにな
りにくいとは思いますが、概
要についてご説明させて頂き
ます。
工事期間は約２週間ほど考
えており、
①石碑の吊り上げ移動、仮
置き作業で約３日。
②周囲の石組み、撤去作業
で約６日。
③石碑再構築作業で約４日。
が予定されています。
作業は、まずに石碑本体
を吊り上
げて移動
仮置きし、
積み上げ
てある周
囲の石組
みを撤去
（写真１
～４数字
の打って
ある石）

③正面（南面）

④右側面（東面）

77

232
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①石碑の現状

39

②改修後の石碑（イメージ図）

160

160

↑番号の付いている石は撤去予定の石

45

10

者の取材をうける横田会長

回 戦没者慰霊大祭 報 告

④慰霊大祭と遺骨収集活動について新聞記

第

③遺骨収集活動の現地報告用パネル

部ニューギニアを訪問した際
の現地報告がありました。大
久保さんは、現地で撮影した
写真パネルを前に「元将兵の
遺骨が、いまだに密林に眠っ

れる大久保事務局長

12

③

28

87

長 田 健 治

②遺骨収集団の一員としての活動報告をさ

④

た改修工事を実施するように
計画いたします。」と発表さ
れました。この件に関しては、
後日役員会の承認のもと、改
修委員よりご寄付のお願いの
文書を全会員に送付し、協力
を要請することが了承されま
した。

れる峯村さん

第 回東部ニューギニア現地
慰霊巡拝に参加された峯村契
子さん（麻績村）が、慰霊巡
拝報告を行い、「遠く酷暑の
地で父たちは、冬の寒さの厳
しいふるさとを思い愛する家
族の安寧を願いながら、悲し
みの涙を流し命を終えたこと
でしょう。」と慰霊の旅での
感慨を切々と述べておられま
した。

ていることにさみしさと憤り
を感じました。」と振り返っ
ていました。
当日は本慰霊大祭と遺骨収
集団活動について「信濃毎日
新聞」社の記者による取材が
あり、新聞紙面で「東部ニュ
ーギニアでの第２次旧日本軍
戦没者の遺骨収集事業。全国
名の団員のうち県ニューギ
ニア会から２名の会員が参加
し、ニューギニア島東部の集
落の人たちが集めた、旧日本
兵の遺骨を収容、現地で荼毘
に付され、 柱が祖国に帰還
されました。これらの遺骨は、
今は東京千鳥ヶ淵の戦没者墓
苑に眠っておられます。」と
当ニューギニア会の紹介と併
せ県内に報道されまし
た。
その後、横田会長か
ら『嗚呼戦友の碑改修
委員会』の活動につい
て説明があり、「改修
経費を専門業者に見積
もってもらったところ、
会が準備している経費
が、約 万円不足して
おり、広く会員の皆
さまにご寄付をお願い
しなければなりません。
工事費の手当のめどが
たてば、 年２月 日、
次回の総会の終了以降
工期を 日間程度とし
26

34

最後に、参加者全員で「ラ
バウル小唄」、「ふるさと」
を斉唱し、次回の慰霊大祭で
も元気で再会することを誓い
合いました。
参加者の控室となった美
須々会館では、大久保事務局
長から、昨年１月政府派遣の
遺骨収集団の一員として、東

②

45

長野県ニューギニア会主催
の第 回ニューギニア方面戦
没者慰霊大祭は、７月 日松
本市の長野県護國神社で開催
されました。
大祭には、灼熱の戦線から
生還された２名の戦友会員を
含めた会員および遺族 名が
参加、来賓として国会議員、
県議会議員の代表や県内市町
村長、長野県遺族会会長や理
事など多くの方々がご列席さ
れました。
慰霊大祭は、神社本殿で正
午から始まり、英霊に対する
黙とう、国家斉唱、宮司によ
る祝詞奏上に続き、横田会長
が「祖国の安泰と家族を思い
つつ、ニューギニア島と南太
平洋の周辺地域で戦没された
英霊を顕彰し、戦争の悲惨さ
を風化させることなく、長く
後世に伝えることが会員とし
ての使命です。」と祭文を奏
上いたしました。
続いて菅谷松本市長、櫻井
長野県遺族会長の慰霊のこと
ば、国会議員や県議会議員な
ど来賓のご挨拶を頂戴いたし
ました。
また、昨年 月に催行した

①東部ニューギニア現地慰霊巡拝報告をさ

95

200

10

①

平成26年1月20日
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11

「嗚呼戦友」
石碑の改修に思う

▼事務局から▲

電話０２６・２４１・４３５６

▽会員の皆さまには、日頃か
ら積極的に会の円滑な運営に
ご協力をいただき、会費の納
入などで財政を支えて頂きま
して厚くお礼申しあげます。
会員の名義変更や、転居な
どの異動がございましたら、
早めにご連絡をいただけると
助かります。
また、会費の納入が困難な
場合は、ご遠慮なく会計担当
までご一報ください。
会計担当 長田

なお、本年はこのほか当会
が長野県護国神社に建立して
ある「嗚呼戦友」の碑の改修
を計画しており、広く会員の
皆さまにご寄付をお願いして
いますが、 月 日現在 名
の会員からご協力いただき、
目標を上回る改修資金を準備
することができました。皆さ
まの温かいご芳志に厚くお礼
申しあげます。
（石碑改修のためご寄付頂い
た結果は、追って総会および
次号会報において報告いたし
ます。）

＊総会開催のお知らせ

回通常総会を

長野県ニューギニア会の規
定により、第

左記のとおり開催いたします。
記

午後２時から

―

会場 浅間温泉 ホテル井筒

松本市浅間温泉１ ―

電０２６３・ ・１１２０

17

▽新規会員のご紹介
昨年度、次の方が新たに入
会されました。（敬称略）
・池田
毅（佐久市）

284

日時 平成 年２月 日㊗

11

29

安 川 叡 春

ことでしょう。
神社としても、今のうちに
なんとか対策をして欲しいと
いわれることももっともなこ
とだと思います。
わたし自身、夏の慰霊大祭
の前日には、準備と清掃のお
手伝いで石碑に登り作業をし
ていますが、岩山のような巨
石に登るのは体力と勇気が必
要でした。特に最近では、歳
を重ねたため高いところは怖
くなり、危険を恐れて作業場
所はどうしても低いところに
なってしまいます。「安全で
維持管理のやり易い、そんな
石碑に変身できればいいな
…」と切に思います。
石碑とともに四十余年、慰
霊と世界平和・友好を理念と
して歩んできた長野県ニュー
ギニア会の道程と願いが込め
られた碑は、
参拝に訪れた方たちが、ふ
と足を止めて祈りを捧げてく
れる―。
子や孫がちょっと立ち寄っ
て花を飾ってくれる―。
そんな温もりのある、いつ
までもみんなに
愛される慰霊
碑にしたいも
のです。
▽ご寄付有難うございました
昨年度中に寄付をお寄せ
いただいた方々にお礼申し
あげ、そのお名前を掲載い
たします。（敬称略）
（慰霊大祭玉串料、その他
一般寄付）
・青木 敬子 ・稲垣 一良
・小沢やえ子 ・五月日輝雄
・高見沢袈裟久・保木野道之
・三澤 卓夫 ・宮下 美保
・両角 治郎 ・横田
久

10

おります。

ご参加をお待ちして

大勢の会員の皆さまの

46

幹事長
建立から四十余年、私ども
長野県ニューギニア会会員の
戦友・遺族の心の支えでもあ
る慰霊碑が、神社側のご理解
も頂いて、規模（高さ）の縮
小と安全改修のために工事が
行なわれることになり、次の
世代への存続が認められたこ
とは何より嬉しく思います。
加えて改修費用へのご寄付の
呼びかけにもいち早く応えて
いただき、早くも目標に達し
つつあるとのこと、関係者の
皆様に心より敬意を表します。
現在、護国神社境内の慰霊
の森には幾つもの慰霊碑が建
立されています。石材、石組
み等の立派な碑もあれば、小
さな石柱に〇〇部隊と刻まれ
た碑もみられます。立派な碑
にもひび割れが目立ち、小さ
な碑などは土に埋もれたよう
になっているのもあります。
どの碑に関しても例外なく戦
友・遺族の減少と高齢化によ
って維持管理が難しくなって
きているのが目に見えるよう
です。私どものひときわ大き
な石碑にも同じ状況が生じる

12

46
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◎明けましておめでとうござい

ます。今年も『椰子の樹』のご

愛読とご支援を編集委員一同お

願い申し上げます。

◎『嗚呼戦友』の石碑改修の計画

が 進 み 改 修 委 員 会 から 報 告 があ

りましたので紙面に載せました。

山のような巨石群と取 組む工事 、

◎遺骨収集支援の大久保さんお

安全作業で完成を願っています。

疲れさまでした。土の中の遺骨

の可哀相、遺骨を始末する人も

辛かったでしょう。

◎このところアベノミクスの凸

凹。大企業は株価は上がるけれ

ど給料は上げたくない、企業の

税金は下げる、消費税は上がる、

年金は下がる…。これでほんと

うに豊かな生活ができるのでし

ょうか？そういえば年金生活者

のことに、政府もマスコミも触

れませんね。

◎秘密保護法が発足。戦前・戦

中・戦後を経験した編集子、押

入に入ってジャズを聴いたこと

を思い出しました。その内「大

本営発表…」なんて飛び出して

来そうです。

◎今年の干支は午、縁起のいい

動物とか。どうか会員の皆様が

たが万事ウマくいき、良いこと

（竹村）

が駆け込んでくる一年になりま

すように。

