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本 田 昌 彦
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に比べ ％位キナが上昇して
観音像前での慰霊祭。アイタ
おり、通貨の価値が上がって
ベ方面に行く途中海軍橋付近
きたことに伴い、物価の上昇
での慰霊祭。岐阜県三浦様叔
も激しくなり、例えばホテル
父上（俗名三浦智太郎）縁の
代は１泊３万円位、コーヒー
地。
代はブルーマウンテン１袋
８月 日＝ボイキン集落墓
９００円前後とかつての２倍
標前で焼香。ブーツ飛行場跡
以上値上がりとなっています。 地慰霊碑前で焼香。ソナム、
そのため、貧富の格差が広が
ニューギニア会建立の墓標前
り、治安面の悪化が懸念され
での慰霊祭。長野市五明様兄
ています。
上（俗名五明一美）縁の地。
しかしながら、都市部を外
８ 月 日 ＝ マ ダ ン、ヤ ボ
れた地域では以前と変わらず
ブ・ヒ ル 慰 霊 碑 前 で 慰 霊 祭
自然と共生する質素な生活ぶ
（碑はプレートが剥がされたり、
りは維持され、真っ青な空と海、 周 辺 は 荒 れ て い た）。ア ム ロ
生い茂ったジャングル、色鮮
ン高地にて、遠くハンサ、ウ
やかに咲き誇る草花、ニュー
エワク方面に向かって今回最
ギニアの大きく豊かな自然と、 後の慰霊祭。
そこに生きる人々の温かい対
以上が今回の巡拝のあらま
応と、純朴で人懐っこい子ど
しですが、慰霊巡拝は当会の
もたちの澄んだつぶらな瞳は、 重要事業であり、今後も出来
以前と少しも変わらず、訪れ
るだけ長く続けていきたいと
た私たちを和ませてくれまし
思っております。そのためには、
た。
未参加の方々の勧誘と、再度
そんな中で執り行った現地
訪れるリピーターの両方への
での慰霊祭の概要を日を追っ
働きかけが必要となってきま
て報告致します。
す。今後、引き続き種々の手
８月 日＝ウエワク平和公
段を尽くし、参加者確保に努
園慰霊碑前にて、全ニューギ
めて参りますので、皆様のご
ニア戦没者合同慰霊祭。
協力をお願い致します。
８月 日＝モロネ集落での
最後に、会員の皆様方にお
慰 霊 祭。栃 木 県 竹 澤 様 父 上
かれましては、今
（俗 名 竹 澤 喜 作）縁 の 地、八
年も健康にご留意
幡山陣地跡での慰霊祭。東京
され、佳き年とな
都山岸様父上（俗名西尾亀吉）
りますよう心より
縁の地、コイキン・マリック
お祈り致します。
25

27
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８月 日までの８日間の日程
で行われました。
私は今回の慰霊巡拝参加は
５年ぶり、８回目となる巡拝
参加ですが、ニューギニアの
余りにもの変動ぶりに驚かさ
れました。
先ず、高い経済成長に支え
られ、都市部のインフラが進
んでいること、また近年天然
資源（液化ガス、金、銅、ニ
ッケル）などの開発が進み、
経済成長率は ％程度に達し
ており、道路、港湾、空港な
どインフラへの投資が盛んに
なってきました。特に首都ポ
ートモレスビー空港の設備が
見違えるように立派になり、
道路も高架橋が何カ所にも架
けられ、舗装も進み首都にふ
さわしい風格が備わってきま
した。貨幣経済が進展しその
結果、１キナ＝ 円と数年前

長野県ニューギニア会 会長
派遣団長
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東部ニューギニア慰霊巡拝報告
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明けましておめでとうござ
います。
皆様お元気で、新しい年を
お迎えのこととお慶び申しあ
げます。
昨年は、戦後 年となる節
目の年でしたが、全国各地で
様々な記念行事が行われ多く
のマスコミも特集として採り
上げました。時の流れと共に
薄れゆく戦争の記憶を改めて
思いおこす年となりました。
そんな折、今回で 回とな
る現地慰霊巡拝を催行できた
ことは非常に意義あるものと
思われます。数年前より参加
希望者の減少により、単独で
の催行が困難となり、栃木県
護国神社様と連携しての共同
催行としており、今回も同様
に行われました。
参加人数は 名、内遺族関
係者は 名で、８月 日から
29
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カプセル収納品の
寄贈先が決定

一昨年の石碑改修の際、
年ぶりに取り出されたカプセ
ル、その中にあった戦没者家
族を中心とした追悼文の数々。
ご家族にお返ししたいと松本
の慰霊祭では二回にわたり展
示しましたが、お渡しできた
のはごく僅かだったため残り
のものをどうするか…と苦慮
していました。
たまたま 月に長野市で開
催された昭和館の平和記念展
示会の会場でご相談をしたと
ころ、後日、受入れのご承認
を頂きました。
昭和館は、戦中・戦後の歴
史的資料を保存・展示してい
る国立の施設で、東京都の九
段下にあります。カプセル資
料 の ほ か、会 報「椰 子 の 樹」
の創刊以来のもの、平成９年
に戦友・遺族が寄稿した文集
の「椰子の記」なども進呈い
たします。
当会の貴重な資料の数々が
ようやく末長く保管して頂け
ることになり、昭和館のご関
係者の方々に心から感謝申し
上げます。
皆様方も上京のおりぜひ一
度訪問しご覧になってくださ
い。

10

40

39

話を伺っている中で軍歴の有
ることを知り、早速ＦＡＸで
父親に関する情報を取り寄せ
て頂き、
「おなたのお父さんは、
随分部下の面倒見がよく、
皆に慕われていたようで
すね」と仰って下さいま
した。
年前に亡くなった母
は 年前にニューギニア
へ慰霊訪問しており、私
もいつか必ず訪れたいと
思いつつ、その術もなく
今日に至っていました。
平成 年７月 日、初
めて長野県ニューギニア
会主催の「ニューギニア
方面戦没者慰霊大祭」に
参加させて頂きました。
そこで奇しくも、慰霊碑
改修に伴い開栓されたタイム
カプセルの事実に出合い、高
い所にいる父に宛てた母親の
手紙が見つかりました。母は
その中で、この機会を与えて
いただいた事への感謝と、そ
れぞれの子どもたちとその家
族 の こ と な ど、喜 び の 中 に
千三百字以上にも上る長文で
書かれており、感激もひとし

東京都 山 岸 幸 子（上田市出身）

父の戦跡をたずねて

18

父（西尾亀吉・享年 歳・
独 立 自 動 車 第 大 隊・准 尉）
が戦死したのは、昭和 年６
月３日、私が小学校３年生の
時でした。父親が出征したの
は昭和 年４月 日、弟が２
歳３カ月、２番目の弟はまだ
母親のおなかのなかでした。
父との思い出は数多くあり
ハイキング、家族旅行など今
でも楽しかった出来事の数々
が走馬灯の如くよみがえりま
す。戦死の公報後、一つの木
箱が届けられ、母が私たちの
見ている前で中を改めました
が、中には茶褐色の髪の毛が
少し白い紙に包まれて入って
いたのを、悲しみとも怒りと
も言えない、不思議な感情で
見ていたのを今でもはっきり
憶えています。
あれから 年、息子が都内
で開かれたある勉強会で「長
野県ニューギニア会」の存在と、
毎年長野県護国神社で開かれ
ている慰霊祭、ニューギニア
への慰霊巡拝があることを初
めて知り、息子と靖国神社内
にある偕行文庫へ行って、室
長さんにいろいろと現地のお

おでした。
今回の慰霊巡拝の参加者は
本田会長ご夫妻、長野市の五
明様ご夫妻、栃木県の竹澤様
ご夫妻、岐阜県の三浦様ご夫
妻、東京から私と息子靖志の
遺族関係 名と、國學院大學
准教授で、栃木県護国神社權
禰宜中山郁先生、ＷＢＣ高橋
社長の計 名でした。

８月 日成田を出発し、
日早朝にポートモレスビーに、
国内線に乗り換えてウエワク
に到着しました。その日に日
本政府建立の平和公園で、東
部ニューギニア全戦没者の合
同慰霊祭を、中山先生によっ
て厳かに執り行われました。
またその際、百歳を超えられ
た本田会長の御尊母様が一枚

20

本田会長のお母様がおられた千羽鶴

一枚祈りを込めて丁寧に折ら
れた千羽鶴も飾られました。
２日目は、四駆車で栃木県
鹿沼市の竹澤様の奥様のお父
さんが亡くなられたゆかりの
地、モロネ村を訪問し、たく
さんの村人たちに見守られて
の慰霊祭でした。竹澤様ご夫
妻は既に８回も慰霊巡拝に参
加されているとのこと、今回
も以前と同じく鎮魂の思いを
胸に頭を下げていたことと思
われます。
今回の慰霊巡拝での一番の
目的は、父の戦死した場所で
祈りを捧げることでした。軍
歴では、父は昭和 年６月３
日ウエワク八幡山において戦
闘中戦死と書いてありましたが、
日本出発の時点ではまだ八幡
山の場所が特定できず現地で
確認することになりました。

ウエワクでホテルを経営さ
れている川畑さんに聞いてい
ただいたところ、八幡山はブ
ランディ高校の先にあること
が分かりました。
川畑さんは人間魚雷回天の
乗員で、今は慰霊に訪れる長
野県ニューギニア会会員はじ
め日本人の受け入れのため尽
力されています。
この山には日本の方はあま
り訪れないとのことでしたが、
近くまで案内をしていただき、
なんとか山の麓までたどり着
くことができました。
中山先生、高橋社長と息子
靖志の３人で登ってみること
になり、現地の方々も 人ほ
ど一緒に登ってくれることに
なりました。山は傾斜が急な
所もあり、日頃運動不足の息
子にとってはかなりきつかっ
たようです。
あまりにも息子がきつそう
なので、現地の子供にリュッ
クサックを持ってもらったり、
最後には３人の子供が息子の
背中を押して登ってくれたと
のことです。
一緒に登ってくれたおばあ
さんが、この先に日本軍が造
った構造物があるというので、
そこまで頑張ってみることに
しました。それは敵を監視す
るための、高さ５メートル位
の物見櫓でした。

20

右隣筆者
ウエワク平和公園・中央中山先生
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がたくさんあるとも教えてく
れました。
今回は準備不足で八幡山山
頂まで登ることはできません
でしたが、来年こそは頂上ま
で行き、父に慰霊の言葉を捧
げに行きたいと思っており、
また八幡山で父と一緒に行動し、
この地で亡くなった戦友の皆
様の御霊も鎮めてあげたいと
思っております。この日
の夕食は川畑さんのホテ
ルにお邪魔し、美味しい
日本食をいただきました。
４日目は、早朝にホテ
ル を 出 発 し、日 本 軍 が
造ったとされる道を西
へ、ボイキン、カワラッ
プ、ソナムなどを訪ねま
した。ソナムは長野市の
五明さんのお兄さんの亡
くなられた所、お祭りを
済ませ、アイタベ作戦で
西を目指した道をジェル
エン岬まで巡り、ビスマ
ルク海に沿う海岸線を目
に焼き付け、アタパワ村
で昼食。その時村の人が採っ
てくれたバナナの味は、一生
忘れられないものとなりまし
た。
ウエワクに戻り岐阜県の三
浦さんの叔父様が亡くなられ
た海軍橋を確認すべく現地の
人の案内で試みましたが、マ
ングローブの林に阻まれ断念

内してもらう、機種名は不明。
ただ生い茂ったジャングルの
湿地帯の中に、沈む行くよう
に横たわった姿は痛々しく感
じました。
７日目、マダン湾クルーズ
を楽しみ、シエラ島に渡りサ
イモン家族に戦争当時の言い
伝えなど島の歴史を見聞きし
ました。午後は、ハヤ村の山
に入り、極楽鳥との出会いを
期待しましたが、残念ながら
声だけでした。
ボベ村でのシンシンは派手
な太鼓などはなかったものの
家族的で、一生懸命さが伝わり、
素朴さが素晴らしく心和む一
時を過ごすことができ、次回
も是非訪れて見たい所の一つ
となりました。

ニューギニアでの最後の食
事は、ポートモレスビーのレ

ストラン「大黒」で日本食を
美味しくいただき、多くの英
霊の皆様方にはまた訪れるこ
とを誓い、機上の人となりま
した。
初めての東部ニューギニア
慰霊巡拝は、感動の毎日でした。
中山先生には戦跡を訪れる都
度、懇切丁寧な説明をしてい
ただき、また素晴らしい行程
を企画された高橋社長の御二
方には、心より感謝申し上げ
ます。そしてパプアニューギ
ニアの人々は、どこに行って
も明るい笑顔で私たちを歓迎
してくれました。経済的には、
けっして恵まれた環境ではあ
りませんが、キラキラと光る
瞳と弾けるな笑顔は、彼らの
心の豊かさを感じました。
戦後 年、日本は素晴らし
い発展をとげ、平和な豊かな
暮らしをしています。この日
本の平和と繁栄は、多くの戦
没者の命の代償があったから
こそと思います。英霊に対し
慰霊の気持ちをけっして忘れ
ることなく常に持ち続け、来
年以降も健康である限り、ニ
ューギニアの地に慰霊巡拝を
続けたい所存です。
皆様のお陰で本当に有意義
かつ充実した慰霊巡拝の旅が
でき、ありがとう御座いまし
た。心より御礼申し上げます。
合掌

70

しました。今度来るときには
小舟をチャーターして訪ねた
いとのことでした。
５日目は、ニューギニア戦
で日本軍が渡河するには苦労
された、セピック河を訪れま
した。水上生活者の村カンパ
ランパではシンシンを見学し、
村人に誘われるまま私も中に
入り踊ってしまいました。村

を挙げての大歓迎は圧巻でし
た。
６日目は、ウエワクより空
路 マ ダ ン に、兵 站 病 院 の 跡
地・ヤボブヒルでは慰霊祭を
行い、旧日本軍の飛行場跡地
では重爆撃機の残骸を見るこ
とができました。前にあった
「呑 龍」と は 違 っ た 場 所 を 案

歓迎のシンシン

八幡山ふもとでの慰霊祭

話によると、下からオース
トラリア軍が攻め入った戦い
では、日本軍は山頂まで逃げ、
そこで多くの人が戦死したと
のことでした。現地の人は戦
死した日本人を不憫に思い、
穴を掘ってご遺体を埋めその
場所に小さな石を置いてくれ
たそうです。
山を下りてから中山先生に
お祭りをしていただき、般若
心 経 と、父 が 愛 唱 し て い た
「椰 子 の 実」を 皆 さ ん と 一 緒
に歌いました。
滞在中、各地で何度も慰霊
祭をしていただきましたが、
何時も現地の方々は静かに見
守ってくれました。
八幡山から離れる直前に、
一緒に登った子どもが飯盒の
中蓋を差し出して、頂上周辺
に行けばまだこんな様のもの

シンシンの輪の中に入り、踊る筆者
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▼事務局から▲

＊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 浅間温泉 みやま荘

松本市浅間温泉３― ―６

電０２６３― ―１５４７

大勢の会員の皆さまのご参

加をお待ちしております。

☆カプセルの遺稿集などどう
すればいいのか…、いろいろ
意見は出ても方法はありませ
んでした。寄贈先の昭和館の
御厚志に望外の良縁と感激で
す。日本中、いや、世界中の
人たちに見てもらえる機会が
できました。
☆山岸さんの現地巡拝報告。
いつもと別の『呑龍』があっ
たとか。現地には毎年誰かが
行っていたのになぜわからな
かった？ いまさらのように
密林の恐ろしさ。そんなとこ
ろで戦っていたとは…。
☆５年近く前、会報 号でウ
エワクのホテルにあったスト
リーボードを紹介、ゲゲゲの
朝ドラが評判のころでした。
水木さんが亡くなって急いで
書店に著書を買いに行きまし
たが、全部売切れで一冊もあ
りませんでした。さては妖怪
のしわざか
☆昨年の漢字は『安』。まさ
か首相のお名前とは関係ない
でしょうが、年金の先行きに
・ ・
・ ・
不安があり、安いものを探し
て暮らす年代には安心できな
い一字です。
☆干支は申年、去るもの、来
るもの、皆様によいことが来
ますように。
（竹村）

7

※会場が変更されています。

大日方辰夫さん逝去

北信代表幹事でお世話にな
った大日方さんが昨年８月４
日亡くなられました。享年
歳。大日方さんは戦没した父
上の慰霊のため現地巡拝、遺
骨収集など熱心に努められま
した。
エンジン付の草刈機を持参
してコイキンの観音さま周辺
を綺麗にされたあと、草刈機
は現地の方に進呈したことな
ど思い出します。
なお、ご主人のご遺志を継
いで奥様の泰子様が今後も会
員を続けてくださいます。
謹んでご冥福をお祈りいた
します。
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第 回ニューギニア方面戦没者
慰霊大祭の報告

30

引き続いて本年度の東部ニ
ューギニア方面慰霊巡拝団の
壮行会に移り、横田久顧問の
激励の言葉の後、参加される
人たちの紹介がありました。
最後に恒例の「ラバウル小
唄」と唱歌「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、大祭控室では、前回
の大祭に引き続いて石碑の中
から取り出したカプセル収納
品の２回目の展示を行いまし
た。
展示資料のうちご覧になっ
た会員の方からの希望で、
通ほどがご遺族の手元にお渡
しすることができました。残
り 通余りについては、引き
受け先を探しております。

＊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）
・天谷 裕道（安曇野市）
・五明 良平（長野市）
・三浦 弘美 （岐阜県本巣市）
＊ご寄付有難うございました
昨年度中に寄付をお寄せ頂
いた方々にお礼申しあげ、そ
のお名前を掲載いたします。
（慰霊大祭玉串料、その他一
般寄付）
・宮下 美保様
・土屋耕太郎様
・五月日輝雄様
・竹澤 一重様
＊新役員の紹介
空席となった北信代表幹事
に荒井綏さんが就任されまし
た。
▽会員の皆さまには、日頃か
ら会の円滑な運営に積極的に
ご協力頂き、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、転居など
の異動がありましたら、早目
にご連絡頂けるとたすかりま
す。
また、会費納入などのご相
談は、ご遠慮なく会計担当ま
でご一報ください。
会計担当 長田
電話０２６―２４１―４３５６
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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。
慰霊大祭には、ニューギニ
ア戦線より生還された戦友を
はじめ、会員、遺族１２０名
が参集。来賓には、国会議員、
県会議員の代表をはじめ、市
町村長や県遺族会長など多数
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、参加者全員の黙祷、
国歌斉唱と続き、さらに大和
田宮司の祝詞があげられまし
た。ニューギニア会本田昌彦
会長は、祭文で「戦後 年の
節目の年にあたり、先の大戦
において祖国を守るために遠
く戦地に赴き、帰らぬ身とな
った人々のことが深く偲ばれ
ます。これからも 年、 年
と平和が続くことを強く願い
ながら、戦没者の慰霊・顕彰
の事業を進めてまいります」と、
奏上いたしました。
菅谷松本市長、櫻井眞県遺
族会長の慰霊のことば、国会
議員など来賓代表の祝辞と続
き、来賓とニューギニア会代
表の玉串奉奠で参加会員が全
員拝礼いたしました。
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