会長

横 田

久
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叔父の慰霊にパプア
ニューギニアを訪れて

全員の写真
後列右から2人目 筆者

長野県ニューギニア会

参加者の英霊に加えてその地
平成 年９月６日から８日
木県護国神社の神官でもある
間の日程でパプアニューギニ
で亡くなったすべての方々の
中山郁先生（長野県ニューギ
アに叔父の慰霊に行って参り
慰霊を行ないました。
ニ ア 会 会 員）、栃 木 県 護 国 神
ました。
社宮司のご子息の稲さん、Ｗ
私の叔父（故 小林治夫
ＢＣ高橋社長の総勢９名でし
２３９連隊歩兵砲中尉）は、
た。中山先生、稲さんは日本
昭和 年 月 日にウォムサ
から立派な祭壇神具と装束を
クで戦死したと軍歴調査書に
持参され、厳粛な慰霊祭を執
ありました。祖母が存命中に
り行って下さいました。また、
は「いまこうして暮らしてい
中山先生からは 師団の資料
られるのは、戦死した叔父さ
を頂いたり、当時の英霊を取
んのおかげだよ…」とよく申
り巻く状況がどんなものだっ
しておりました。今年は叔父
たのかなど、たくさんの説明
が戦死してから丁度 年とい
も
し
て
頂
き
ま
し
た
。
２日目＝午後
うこともあって、
ぜひニューギニ
にはウェワク平
アに行きたいと
和公園で合同慰
考え、２月に長
霊祭が執り行わ
野県ニューギニ
れました。
（
第
回
慰
霊
巡
拝
レ
ポ
ー
ト
）
小
林
博
美
（
長
和
町
）
３日目＝長野
ア会の慰霊巡拝
に参加の申し込みをしました。
県ニューギニア会が建立した
慰霊祭は、参加した遺族の
近年、慰霊巡拝に参加され
コイキン・マリック観音像前
肉親が最後を遂げられた縁の
る方が減少、実施されない年
で慰霊を行い、中山先生が修
地や、そこに近い場所…ウェ
もあり、今年はどうかな？と
験道の誦経をされ、父上が僧
ワク、モロネイ村、ウォムサ
心配していましたが、ご関係
侶であった田中さんがお経を
ク
近
く
の
ス
パ
リ
、
ブ
ー
ツ
な
ど
で
、
者の皆様方のたいへんなご尽
あげられました。周辺の管理
力で実施が実現し、感謝をい
をしてくれている現地の方に
たしております。
もお会いしてお礼を申すこと
ができました。
今回の同行者は、長野県ニ
ューギニア会会員で長野県か
４日目＝叔父の慰霊祭で供
ら私と横浜在住の田中さんの
える果物をマブリックの市場
２名、それと栃木県の竹澤さ
で買い、隣にあった警察署で
んご夫妻、東京都から深澤さ
ウォムサクへの道を尋ねたと
ん親子（ご子息は北海道から
ころ、署長が「ウォムサクは
参加）の遺族関係者６名。そ
危険なところなので近付くな」
のほか國學院大學准教授で栃
と言われてしまいました。
10

現地の子供と

コイキン

26

19

刷

印

２月の総会は多数のご出席を
頂き無事終了いたしました。
長年検討を続けた『嗚呼戦友
の碑』の改修も皆様のご協力
を頂きながら無事完成いたし
ました。慰霊大祭には多くの
方々のご参拝を頂き、同時に
改修の際に取り出したカプセ
ルの中の資料を展示、 年ぶ
りに亡き肉親の筆の跡や、ご
自分の若き日の綴りに感銘、
そして感激された方もおられ
ました。諸々の資料について
は再度整理しておりますので
本年の慰霊祭でご確認くださ
るようお願い申し上げます。
現地の慰霊巡拝も少人数で
はございましたが催行できま
した。ご関係者の皆様に厚く
御礼申し上げます。
年頭にあたりまして、皆様
のご健康とご多幸をお祈り申
し上げましてご挨拶とさせて
頂きます。

35

新年のご挨拶

40

明けましておめでとうござ
います。会員、ご遺族の皆様
方にはお健やかに新年をお迎
えのこととお喜び申し上げま
す。
本年は先の大戦が終結して
から 年の節目の年に当たり
ます。また、長野県ニューギ
ニア会も 年の歳月が過ぎ去
りました。遥か遠い南溟の地
で故国の礎となられた英霊に
対しては、これからも感謝の
念を抱きながら慰霊の誠をつ
くしていきたいと思います。
昨年は長野県下に自然災害
が発生しました。東信地方の
大雪、南木曽町の土砂災害、
そして予想外の大被害をもた
らした御嶽山の噴火、加えて
震度６という県北部の地震等々、
被災された皆様方には心より
お見舞い申し上げます。
さて、昨年の行事・事業に
ついて振り返ってみますと、
70

神林 印 刷

第 16 号

平成27年１月20日発行
長野市戸隠祖山1175
発行人 横 田
久
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長野県ニューギニア会
（1）第16号

それでも市場に来ていたウ
ォムサク近くのスパリ村の住
人の案内で、ウォムサクから
数キロ？下流のアムク川河畔
にかかる壊れた橋の下で叔父
の慰霊祭を行なって頂きまし
た。

第16号（2）

24

64

壊れた橋と祭壇

等々、いずれも大事になる
こともなく、今となってはよ
い思い出です。
さて、慰霊に行こうと決め
てからニューギニア戦のいろ
いろな本や資料を読みました。
また、現在のニューギニアの
状況も多少なりとも知りまし
た。しかし、実際に現地で慰
霊祭を行い、戦跡を訪ね、学
校訪問、市場での買物などを
通して、とても親日的な雰囲

父がいまここに居たら私に何
のホテルに着きました。
と声をかけてくれるだろうか…、 ◎モロネイ村の慰霊祭の帰途、
不思議な思いに駆られました。
スコールに遭い坂道で車が
５日目＝ブーツの大和合同
スリップ、動かなくなりま
慰霊碑前で慰霊祭を行なった
した。現地の人たちが泥だ
後、目の前の美しい海岸でサ
らけになりながら車を押し
ンドイッチの昼食でした。
てくれて脱出できました。
６日目＝ウェワクからいっ
◎マブリックからウェワクへ
たんポートモレスビーに戻り
の帰り道、車がパンク。幸
ラバウルへ。出発直前の８月
いタイヤショップを営んで
日、ダブルブル火山が噴火
おられる竹澤さんのご協力
して心配をしましたが、我々
で短時間で交換できました。
が現地に行ったときには、自
◎ブー
 ツからウェワクへの帰り、
動車の巻き上げる火山灰が噴
河川敷が通り道の所で、車
火のあったことを示す程度で
が川の石に腹をこすり動け
火山は静かな状態でした。
なくなりました。スコップ
などで石を取りのぞき脱出。
◎ポートモレスビーでは、道
路工事のため大渋滞に巻き
こまれ、食堂でとる予定の
食事が急きょ変更され、空
港で弁当を頂くことになり
ました。

29

ラバウル ダブルブル火山

祭壇の準備中、ワシのよう
な大きな鳥が上空を飛び回っ
ていたり、慰霊祭中には美し
いチョウが舞ってきたりして、
あたかも私たちを英霊が出迎
えてくれたかのような光景に
感激しました。持参した塔婆
や米・水などを供え、中山神
今回の慰霊巡拝ではいろい
職に祭祀奏上をして頂いた
後、祭壇に向かって私が慰霊
ろなハプニングがありました。
の言葉を述べていたら、涙が
止まらなくなってしまいまし
◎ジャ
 クソン国際空港に着い
た。 歳で戦死した叔父、い
たとき祭壇が行方不明。祭
ま 歳の私、もし、 歳の叔
壇は３日目の朝、ウェワク

長野県ニューギニア会
平成27年1月20日
64

気を感じました。
ジャクソン空港内には、英
語ものと並んで日本語表記だ
けの案内板が数多くありまし
た。
また、街中を走っている自
動車は、ほとんどが日本製で、
この夏訪れた安倍首相を歓迎
するポスターを貼っている車
もありました。
数年前、突然、他国の軍
隊がやってきて戦争を始め、
否応なく戦禍に巻き込まれて
苦しみや悲しみに遭った現地
の人々。そんな過去がありな
がら親日的な人たちに感謝の
気持ちでいっぱいです。敗戦
後目覚ましい復興と成長を遂
げた日本、それに比べニュー
ギニアの遅れているインフラ
整備等、改めて実感として受
け止めました。今後、私にで
きることは、何かと機会があ
れば応援をしていきたいと思
っています。
最後になりましたが、今回
の慰霊巡拝実施にご尽力頂い
た、長野県ニューギニア会の
役員、栃木県護国神社、ＷＢ
Ｃ社などの関係者の方々、慰
霊祭を祭祀しニューギニア戦
の説明等をしてくださった中
山先生、そして、旅行中親し
くしてくださった同行の遺族
の方々に深く感謝を申し上げ、
私の報告とさせて頂きます。
70

第

回ニューギニア方面

戦没者慰霊大祭の報告

46

恒例の第 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国神社
で開催されました。
ニューギニア戦線より帰還
された２名の戦友をはじめ、
会員遺族１０２名参加、来賓
には、国会議員、県会議員の
代表、各地の市町村長や県遺
族会会長など多数の方々が参
加されました。
大祭は、正午の大太鼓を合
図に始まり、全員の黙祷、国
家斉唱と続き、さらに大和田
禰宜の祝詞があげられました。
ニューギニア会横田久会長
は祭文で「祖国の安寧と家族
の隆盛を願いつつ、遠く離れ
たニューギニア島とその周辺
で戦没された英霊を顕彰し、
恒久平和の尊さを後世に伝え
ていくことが、私たち会員の
使命です」と奏上しました。
菅谷松本市長、桜井県遺族
会長の慰霊の言葉、国会議員
など来賓代表の祝辞と続き、
来賓と代表の玉串奉奠で参加
全員が拝礼いたしました。
引き続いて、原副会長から
本年度の慰霊巡拝団派遣につ
いて９月に催行、その日程な
どの説明がありました。

27

46

最 後 に「ラバウル小 唄 」と
「ふるさと」を全員が声高らか
に斉唱して閉式となりました。
一方、「嗚呼戦友」の碑の
改修工事を実
施の際、 年
ぶりに掘り出
されたカプセ
ルを開封、納
められていた
内容物の一部
が大祭の控室となっている美
須々会館で初めて公開されま
した。石碑設立当時の戦友を
はじめ大勢の方々の、英霊へ
の追悼・追慕、日本の永久平
和への希求を切々と訴える書
面や遺品、 年ぶりに自分の
書いたものに出合って涙ぐむ
人もみられました。
40

40

日本遺族会が、厚生労働省
の補助を受けて実施している
「戦没者遺児による慰霊友好
親善事業」の〈西部ニューギ
ニア地域〉に、本会から横田
久会長と長田健治事務局担当
の２名が参加いたします。こ
の訪問団の実施時期は１月
日～ 日となっております。
西部地域へは本会から３回
慰霊訪問団を派遣しておりま
すが、 年ぶりに当会会員の
慰霊巡拝となります。次号に
掲載予定の巡拝紀行に期待し
ましょう。
28

10

18

大久保典昭

述べられています。
ふたつめは、碑の図面の一
部でしたが、完成した現物は
設計よりもかなり大きなもの
になっていました。やはり、
巨石が県内から集まりすぎて
計画を変更、現場で全部積み
上げたものと想像されました。
今回の改修で、積みすぎて
いた巨石類も見直され、より
安全な碑に蘇ることができた
のはたいへん良かったことで、
今後も、碑の維持管理が可能
な体制を作っていけばと思い
ます。
カプセルは百年後に開かれ
る計画で建立されたものでし
たが、神社の意向と当会の合
意のもとに、本来あるべき姿
にリニューアルされたともい
えることでしょう。
余談になりますが、当時、
碑の建設事業で、父に対して
は家族も会社も負担となって、
迷惑とさえ感じたことがあり
ました。しかし、今回の工事
をするにあたって、なぜ、父
があんなに夢中になっていた
のか？が、碑の再生の調査と
再建工事をしたことで私はよ
く理解することができました。
いまここで「本当にご苦労
さまでした」と父に言ってや
りたかったと悔やんでおりま
す。
（㈱ヤマサ社長 当会顧問）

カプセルの中身を
お返ししたい

昨夏の慰霊祭で、あわただ
しく展示していたカプセルの
中身の数々を、もう一度よく
みて頂くため、家に運び、事
務局の大久保さんの手もお借
りして整理をしました。
年前に書かれた遺族の
方々の追悼の言葉が多く、製
本したものは遺族の方の住所
と関係なくランダムに綴じら
れていたため、展示したとき
に大勢の方が見易いよう地区
別に分類しました。

夏の慰霊祭で
もう一度見て
ください

!!

◆書いたもの
製本のもの
３９２人分
ばらのもの
６７人分
合計
４５９人分
地区別 北信
８８
東信
８８
中信 １３８
南信 １２６
県外
９
住所・氏名不明１０
ほかに、本人、関係者が発
見したもの
昨夏発見したもの ４

40

タイムカプセル
からの贈り物

28

昨夏、碑のニリューアルが
無事終わり、慰霊祭も行なわ
れてほっとしました。
収納物の中から亡父の大久
保豊元会長が個人的に納めた
と想像されるものについて、
持ち帰って調べるよう会報編
集者からの依頼があり、改め
て個々にみたところでは、祭
典のスケジュールや準備のた
めの資料がほとんどでした。
なかには、カプセルの埋設
日が迫って整理の余裕がなく
なったためか、遺族会関係の
ものが入っている机の引き出
しの中身をとりあえず全部入
れてしまった…そんな痕跡も
みられました。
私のみたところ２点ほど貴
重だと思ったものがあります。
そのひとつは、昭和 年７
月 日の慰霊大祭の『祭文』
です。碑を作るにあたっての
戦友・遺族の思いが書かれて
おり、平和と慰霊の願い、さ
らに、日本の発展への熱い情
熱と決意が書かれていました。
その主張は、いまも歴代会長
の慰霊祭での祭文に継承され、
49

平成27年1月20日

長野県ニューギニア会
（3）第16号

遺族の方々が追悼の文面を
書いた当時の年令は、 歳前
後が若いほうで、英霊の父母
の多くは ～ 歳、 年経過
した今となってはご自分で確
認するのは難しいかと想像さ
れます。
また、住所も昔の町村表示
であること、そして、改姓や
転居している家族も多いので
はないでしょうか。
昨夏には英霊の妹さん（今
は故人）の娘さんが「私の母
の書いたもの。仏壇にあげた
い…」と、見つけてください
ました。
そのほか、写真や戦地から
のハガキなどが添付されてい
るものもあり、遺族の方にと
って貴重なものと思われます。

60

80

50

40

円
121,000

＊会員
 の皆さまには、日頃か
ら会の円滑な運営に積極的
にご協力いただき、会費の
→お正月はいかがお過ごしで
納入などで財政を支えて頂
したか。編集委員一同、新年
きまして厚くお礼申し上げ
のご挨拶を申し上げます。
ます。
→関係者の努力で昨年は慰霊
会員の名義変更、転居など
巡拝が実現。現地での感激・

の異動がありましたら、早
涙、小林さんから長文レポー
めにご連絡頂けるとたすか
ト。有難うございました。
ります。
→石碑改修。工事もたいへん
また、会費納入などのご相
でしたが、ヤマサ大久保社長

の、お父上に対する当時のお
談は、ご遠慮なく会計担当
までご一報ください。
気持ちをお聞きしました。
会
年以上昔のことです。
 計担当 長田
電話 ０２６ ―２４１ ―４３５６
→何となく期待のあったカプ
セルの中のもの。改めて整理
＊石碑
を始めて、さて、誰に、どう
 『嗚呼戦友』の碑
改修費収支報告
すれば良いのか…困っていま
平成 年４月８日「石碑」
す。亡き肉親を想う気持ちが
改修工事が竣工の運びとな
あふれていて、重たい荷物に
りました。
なりそうです。皆様の積極的
大勢の会員の皆さま、その
なご協力をお願いします。

他の方々から目標を上回る
→年収ウン千万の先生。物価
の上昇を喜んでいる方もいる
ご寄付をお寄せいただき、
誠に有難うございすました。 ようですが、お母さんたちは
ここに収支の報告をさせて
毎朝のチラシで 円でも安い
店を探します。どうやら今年
いただきます。
・予算総額
円
も優しさの足りない厳しい年
7,250,000
円
になりそうです。『羊頭狗
寄付金額
2,468,000
名
肉』という言葉もありました。
寄付参加者
285
特別積立金
円
→この欄を『椰子の実』とし
4,782,000
・支出総額
円
ました。島崎藤村が明治 年
7,250,000
円
（１０１年前）に作ったもの。
改修工事費
6,900,000
円
『いずれの日にか国に帰ら
改修管理費
229,000
周辺整備費 （支出見込み）
ん』に英霊を偲んでいきます。
（竹村）
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▼事務局から▲
＊新規会員のご紹介
昨年度、新たに次の方々が
入会されました（敬称略）
・山岸 靖志（渋谷区）
・山岸 幸子（練馬区）
・徳竹
猛（安曇野市）
・田中 真弓（大阪市）
＊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もうしあ
げ、そのお名前を掲載いたし
ます（継承略）
（慰霊大祭玉串料、その他
一般寄付）
・田中 裕海 ・稲垣 一郎
・荒井
綏 ・宮下 美保
・高見沢袈裟久・土屋耕太郎
・宮下 和家 ・五月日輝雄
・小沢やへ子 ・重野 充男

＊総会開催のお知らせ
長野県ニューギニア会の規
定により、第 回通常総会を
左記のとおり開催いたします。
記
日時 平成 年２月 日㊗
午後２時から
会場 美ヶ原温泉ホテル
ニューことぶき
松本市里山辺４８４―１
電０２６３― ―０５１７
大勢の会員の皆さまのご参
加をお待ちしております。
※会場が変更されています。
11

◆遺 骨
カプセルになぜ遺骨（指）
が入っていたのでしょうか。
【故 陸軍兵長 金森卓夫】
と書いてあるだけ。ニューギ
ニアでの戦没者の多くは遺骨
が還ってきていません。『指
だけでも』と戦友が切りとっ
て転進、その戦友も、また何
人かの指を抱えたまま倒れて
いく…そんな地獄の戦場でし
た。お墓に入れないで誰が、
なんでカプセルに入れたのか
？ 早く家族のもとに帰して
あげたいのです。

◆国民服
おそらく入隊直前まで着て
いた服でしょう。きれいに洗
濯してありました。
ネームに【矢澤】とありま
す。

◆写 真
『独立自動車第 大隊材料
廠所属の一部勇士の写真』。
昭和 年ハンサでの隊長交
代のときの祝宴写真。撮影者
は茅野市の北原さん（戦友）。
帰還後の昭和 年にプリント
したもので出席者の名前も詳
細に記入してある貴重なもの。
ほかにジャワ島でのものもあ
る。大きく伸ばしてあるので
見てください。あるいは英霊
になったご家族が写っている
かも知れません。
◆そのほかの資料については
身元をたどる材料がありませ
ん。遺族の方々からなにか問
い合わせがあれば、ある程度
の追跡もできるでしょうが、
このままでは大部分が埋もれ
てしまいそうです。残ったも
のはどうするか？県内の戦史
館とか集古館、大学の資料室
など、保管されなければ廃棄
（焼却）も考えなければなり
ません。
一つひとつは、その関係者
にとって貴重なものなので、
皆様からのお知恵もお借りし
て考えたいと思っております。
まずは、少しでもお返しし
たいと考え、胸を痛めながら
整理をしております。
最後に展示になるでしょう。
皆様のご来観を願っています。
（竹村）
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