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千葉市中央区

林など広大な自然があります｡東京ドーム1]個分の広さがあるそうです｡ひろびろとし
た芝生広場､千駄掘池にある自然観察舎､散策路も整備されています｡道路(主要
地方道51号)が公園中央を貫通し､公園の谷を越える大きなアーチ橘がﾗﾝドマーク
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﹂の力で総選挙勝利
．政権交代を！

﹁市民と野党の共闘

FAX

なりました︒

公明を追い詰める大きな力に

この結果は︑総選挙に向けた

﹁市民と野党の共闘﹂の発展の

大きな力になるはずです︒立
憲民主の安住淳氏は︑共闘に

ついて﹁如実に成果が出た﹂と
評価︒﹁野党が一つになって固

まれば︑政権交代が現実味を

増した﹂と述べました︒

員会が︑今年３月５日の山宣の

寧轤箪磯灘

先の都議選︒日本共産党は

墓前祭にメッセージを寄せてい

その安住淳氏が委員長を務
める立憲民主党の国会対策委

１９議席へと前進︑立憲民主党

ます︒

方︑自民・公明は︑目標として

山本先生のＤＮＡは今︑脈々と

我が国の行く末を案じ︑昭和
初期の日本社会のあり方に常
に警鐘を鳴らしてきました︒

いた過半数に届きませんでし

この勝利の要因は︑オリンピッ

日本共産党に受け継がれてお

た︒

ク等の政策問題などさまざま

ります︒﹂とありました︒なん

学︵Ｊ／０●Ｉ・

︵次ぺｌジにつづく︶

という他党へのリスペクトでしょ

でありますが︑その重要な一つ

補は１３選挙区で勝利︒自民．

に︑日本共産党や立憲民主な
どのいわゆる野党共闘があり
ます︒両党を中心に︑共闘候

メッセージには︑﹁山本先生は︑

も１５議席に躍進しました︒一

047‑314‑8714

｜
センター1階

21世紀の森と広場の千駄堀池松戸市にある公園で湿地帯や森

（写真.文七里）
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日本海軍が特別攻撃隊を編
成し実戦投入にふみ切ったの

房総

上がる姿﹂に思いを致し﹁自ら
は︑１９４４年︵昭和１９︶１０

呼びました︒

を奮い立たせて大衆のために

︵前・ヘージのつづき︶生の厳冬に凛として立ち上が

続いてメッセージは︑﹁自民党る姿に思いをおこし︑自らを奮
の一党支配が事実上固定化し︑い立たせて大衆のために闘うこ
大衆の声なき声が届かない﹂ととをお誓い申し上げます︒﹂と
闘う﹂︒なんと格調高い響きで

月２５日︑水上戦闘のレイテ沖
海戦で惨敗をきっした直後で
した︒２５０キログラム爆弾を
搭載した爆装零戦５機が出撃
し全員が戦死しました◆この

点を大事にする精神さえあれ

たこの思い︑リス︒ヘクトと一致

しょうｃメッセージに込められ

山宣の﹁厳冬に凛として立ち

指摘︒﹁いまこそ︑野党と市民続き︑結ばれています︒

ば︑必ず﹁市民と野党の共闘﹂
後︑海軍は︑全軍特攻に突入︑

が結集し︑山本先生が望んでい

は実を結び︑政権交代を実現
空中特攻︑水中特攻を開始す

をかけ入会者を迎える︒

出足早く署名に取り組む︒
︵次ぺｌジにつづく︶

︵前ページのつづき︶

３︑映画﹁伊藤千代子﹂千葉

ネはないのか﹂といったそうだ︒

陸軍も同様の空中特攻に入る
◆人間爆弾には敵戦闘機と渡
り合う機銃も︑基地と交信す
る無線機もない︒外せるものは
すべて外して︑浮かした重量分

の爆弾を積みこんで敵艦に体
当たりするのである◆特攻は
志願の形をとっているが︑志願
者は一歩前へと言われて︑自分
だけ出ないわけにはいかない︑

死の制度であった◆二度と再
び繰り返してはならない侵略
戦争に組み込まれ加担させら
れた悲惨な歴史の教訓を忘れ
てはならない︒︵七︶

▽６月２９日︑房総のいしずえ

運営委員会が開かれ︑県本部
から小松敦事務局長が参加︒

▽﹁井上百合子さんと行く

んが参加︒︵詳しくは︑本紙６ペ

１７日〜１８日︶に︑千葉から
小松実︑小松敦︑吉田隆寛さ

墓参︒ロケ地訪問ツアー﹂︵７月

請をし︑その後︑党の各地区委

ージを参照︶

について審議︒

▽７月１３日︑県本部三役会
を開く︒次回理事会の議題等
▽７月１６日︑日本共産党県
委員会に映画成功のための協

▽７月１３日︑﹁不屈﹂発送︒参

加者は︑渡邉喜代子︑小松実︑
高橋妙子︑小松敦︑七里一司
の各氏︒

５︑理事会などの

今後の日程
▽６月１５日︑県本部女性部
主催の﹁斉藤和子女性部長の

９月２１日︵火︶︒

▽理事会は︑８月１７日︵火︶︑

月１２日︵木︶︑９月１０日︵金︶︒

▽三役会と﹁不屈﹂発送は︑８
講演会﹂を開催︒︵詳しくは︑

名を派遣する︒

本部から高橋妙子さんと市浦
と千葉市支部から各１名の３

︵１０月２４日〜２５日︶は︑県

▽第３１回全国女性交流集会

本紙７ページを参照︶

本紙４．ヘージを参照︶

発総会﹂を開く︒︵詳しくは︑

▽７月７日︑松鎌支部が﹁再出

４︑報告事項

紙５．ヘージを参照︶

力要請をした︒︵詳しくは︑本

を決める︒

開催への協力要請をすること

員会へ﹁伊藤千代子﹂の学習会

県実行委員会
▽６月２８日︑事務局会議を
開き︑日本共産党千葉県委員
会に映画成功のための協力要

る︒昭和天皇が﹁もう海軍にブ

することでしょう︒

︑７月１３日︑船橋市

︑７月２０日︑柏市

︑７月３０日︑東葛支部

市川・浦安支部８４筆

︑７月２０日︑

藤田廣登１０筆

松戸・鎌ヶ谷支部２４筆

︒７月１３日︑

千葉市支部１０５筆

︐７月１３日︑

大槻美次６筆

山田喜代子１０筆

︑７月４日︑印西市

ともに︑会員が知人・友人に声

▽こうした各支部の取組みと

けていくことを計画︒

の上映会を行い入会を呼びか▽各支部が︑自主目標を決め

▽市浦支部は︑﹁種まく人びと﹂が返送される︒

方々に声かけをしていく︒

誘いの手紙と申込書を送った

た大衆のための政治︑貧しきもそういえば︑昨年の日本共産
のや決して省みられることのな党第２８回大会で︑来賓あいさ
い人に光を当てるための政治つした安住淳氏は︑山宣の事
を実現するため︑政権交代を績にふれて︑この山宣の言葉が
実現しなければなりません︒﹂書かれた書を︑日本共産党穀
弓山宣ひとり孤塁を守るだ田国会対策委員長経由で譲り
が私は淋しくない背後には大受け︑議員会館の自室に飾って
衆が支持してゐるから﹄この先あると紹介し︑大きな感動を

治安維持法国賠同盟
千葉県本部

事務局から
７月２０日︑第３回県本部理
事会が開かれました︒審議さ
れた議案と報告事項は次の通
りです︒

１︑会員拡大
▽千葉市支部では︑入会のお

−１

同盟員拡大
会員到達は︑
２名増の４４４名
７月は︑千葉市支部が︑﹁入
会の訴え﹂等で３名︑松戸・鎌ヶ

谷支部が︑県本部女性部主催
の﹁講演会﹂参加者に入会を訴
えて２名︑あわせて５名の入会

者を迎えました︒退会された
が３名おられますので先月よ
り２名増となり︑会員到達は
４４４名となりました︒

増田基幸１０筆

１６万円寄せられる

国会請願署名夏季募金
署名到達は︑

４８６筆６８名の方々から夏季募金１
６万円が寄せられました︒あ
次に掲 載 さ
させ
せて
てい
いた
ただ
だく
く方
方は
は︑
︑りがとうございました︒

７月４日以降に返送してくだ
さった方々です︒コロナと暑さ

の中での署名集めに心から感
謝申し上げます︒
︵敬称略︶

■

−2−
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松戸︒鎌ヶ谷支部
﹁再出発総会﹂開催

〜学習︒行動する

支部目指して〜
治安維持法国賠同盟
松戸・鎌ヶ谷支部長

ミール計恵

昨年３月に松戸・鎌ヶ谷支部
の運動の先頭に立ち同盟運動
をけん引していた同志︑伊藤次
男さんが亡くなり︑松戸・鎌ヶ
谷支部は事実上休眠状態でし
た︒しかし自公政権による国政
私物化が極まり︑秘密保護法︑
共謀罪︑そして土地取引規制
法と︑戦前をほうふつとさせる
思想・言論弾圧の立法が続く
中︑戦前・戦中の思想・言論弾

そこで松戸・鎌ヶ谷支部では７

月７日に同盟第一回総会︵再
出発︶を行い︑新支部長に私︑

ミール計恵と高橋妙子事務局
長の新たな体制のもと活動を

党に受け継がれております︒﹂
まさにリスペクトの精神です︒

国賠同盟の運動にこそ野党共
闘の原動力がある︑とのお話に
私も大変感動し︑同盟運動の

針︑体制などが提案︑承認され

今日的意義を再確認しました︒
その後２０２１年度の活動方

私は支部長となり︑身に余る
重責です︒しかし戦前の国によ
ました︒﹁学習し︑行動する﹂支

再開しました︒

る思想︒言論の弾圧への謝罪も

部として次回総会までに会員

しました︒

を５０名に︵現在３８名︶︑署名

賠償もないまま戦前に逆戻り
するような体制づくりが着々
は県の６０００筆目標に呼応し︑
来年５月まで一人１５筆に取組
み︑支部として７５０筆以上と

識演する小松実千葉県本部会長

いよいよ来年春には治安維持
法犠牲者﹁伊藤千代子﹂の映画
﹃わが青春つきるとも﹄が公開
予定です︒その完成と普及に全
力を傾けている藤田氏からも
熱い連帯の発言をいただきまし
た︒日本共産党１００周年を伊
藤千代子の映画の成功と松戸︒
鎌ヶ谷支部の発展︑そして野党
連合政権の誕生で迎えること
が出来るよう私も全力を尽く
す決意です︒

ております︒もなると思います︒来年は党の

おもっていたところ︑藤田廣登長は︑﹁恩師・土屋文明をして
さんの﹃時代の証言者・伊藤千﹃こころざしつったふれしをと
代子﹄に出会ったといっておりめよ新しき光の中におきてお
ました︒また︑４０回目のオーもはむ﹄と詠わしめた暗黒の時
デションでやっと伊藤千代子を代の証言者︒伊藤千代子の生
演じる井上百合子さんに出会涯は強烈な存在感があり印象
えたともいっておりました︒そ深い︒治安維持法下に国民の
して︑伊藤千代子を知らない幸せを願い反戦平和の活動に
人︑とくに若者へ︑伊藤千代子青春を捧げた彼女から学ぶこ
の生きた時代を︑理解し千代とは多い︒千代子の生きた時
子の生き方への共感を得る作代を語り︑その闘いを知ること
品にしたいと語っております︒によって︑いまの活動の確信が
藤田さんは︑来年は日本共産深まると思います︒千代子に
党の１００周年であり︑ぜひ多惚れ込んでとりくめば︑党も
くの人に観てもらいたいといつ民主団体も発展させる契機に

を鳴らしてきました︒山本先生
のＤＮＡは今︑脈々と日本共産

日本社会のあり方に常に警鐘

国の行く末を案じ︑昭和初期の

その最も感動する部分は次の
通りです︒﹁山本先生は︑我が

メッセージを読み上げました︒

感動を共有したい﹂と︑今年３
月の山宣墓前祭に寄せられた
立憲民主党国会対策委員会の

と進む中︑これは過去の問題で
はなく︑まさに現在と地続きの
問題であり︑この問題の解決な
くして今の政治のゆがみを正す
ことは出来ないと考えていたの

総会には小松実県本部会長

で喜んで引き受けました︒

をはじめ︑小松敦同事務局長︑

伊藤千代子研究の第一人者・
藤田廣登氏を迎え︑会員とあ
わせ１３人の参加で行われまし
た︒

初めに小松実会長より﹁総選
挙勝利と結んで同盟運動の躍
進を﹂というテーマで講演してい
ただきました︒

冒頭小松会長は﹁みなさんと

左から３人目は日本共産党の小倉忠平県

︵文・七里一司︶

当面﹃千代子﹄の学習会を地区
委員会ごとに組織し︑それを懇談は約１時間つづき︑参加
上映会へと発展させていきたい者がそれぞれ意見を交換し終
と思っておりますので︑ぜひ応了しました︒

委員長︑その右隣は︑小西航党県警記長︒
そこで日本共産党千葉県委１００周年︑県委員会も新事
左から実行委員会の小松敦︑小松実︑４人
員会にお願いしたいのは︑県内務所建設とあわせ文化面でも
月は吉田隆寛︑渡邊喜代子の各氏︒
すみずみに組織がある党の力力を入れていきたいと思います
小 松 実 委 員 長 は ︑ ﹁ 私 た ち は ︑ をおかりしたいのです︒９月中と語り︑﹁映画の取組みを県委
今年秋から撮影を開始し︑２ には︑県内９つある地区委員員会の方針にいれたい﹂と述べ︑
会とも懇談させていただき︑協力要請に応じました︒

０２２年３月に完成を予定して

る映画﹃わが青春つきるともｌ

伊藤千代子の生涯ｌ﹄を県内
５０カ所︒１万人の方々に観て
いただこうと計画をしています

援を頂きたい﹂と要請しました︒

これをうけて小倉忠平委員

−

圧の犠牲者への謝罪と名誉回復
および損害賠償を求める同盟
の必要性と存在意義はますま
す強まっています︒

映画﹁伊藤千代子﹂

千葉県実行委員会
県内５０ヵ所・１万人の

上映会成功めざし

日本共産党
千葉県委員会に
協力を要請
映画﹁わが青春つきるともＩ
伊藤千代子の生涯ｌ﹂を成功
・映画﹁伊藤千代子﹂千葉県実行委員会︶

させる千葉県実行委員会︵略称
は︑７月１６日︑県内５０カ所︒

１万人の上映会を成功させる
ため日本共産党千葉県委員会
を訪問︑協力を要請し懇談し
ました︒

ー

︒桂壮三郎監督は︑女性を主
人公にした映画を撮りたいと

−4−
−5−

仮

実行委員会からは︑小松実
委員長︑吉田隆寛副委員長︑
小松敦事務局長︑渡邉喜代子
七里一司事務局員が参加︒日
本共産党千葉県委員会からは
小倉忠平県委員長︑大西航県

一

。
書記長が対応しました︒

戸
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映画︒伊藤千代子
﹁墓参︒ロケ地ツアー

﹂に参加して
治安維持法国賠同盟
千葉県木部事務局長

小松敦
桂監督と主演女優・井上百
合子さんと行く﹁墓参・ロケ地
ツアー﹂が７月１７日から１８日

に行われ３０人近くが参加︒
﹁当初は３人程度の墓参を考え
ていたが︑周りの熱気に押され
︑映画への関心や期待の強さを
スタッフ一同感じています﹂と桂
監督が挨拶しました︒

龍雲寺霊園にある千代子の
墓所では井上百合子さんが献
花し全員で墓参︒高さ２ｍ︑底
辺４ｍの顕彰碑は墓所のすぐ近
くに建立︵９７年︶されていまし
た︒

諏訪湖畔に築城された高島
城の巨木や門扉︵一部︶が浅野

治安維持法千葉県本部
女性部︵第２回︶﹁学習﹂の

集いに３１人が参加！
斉藤和子女性部長が講演
﹁伊藤千代子とその時代﹂
治安維持法国賠同捌
千葉蝶盆部女性部
率務局長

高橋妙子
７月１７日︵上︶新松戸市民セン

ターに於いて︑治安維持法国賠
同盟千葉県本部・斉縢和子女性
部長が﹁伊藤千代子とその時代﹂

と題して講演し︑伊藤千代子の
映画を現代に上映する意義につ
いて語りました︒

と民主主義にたった政府の樹立︑

斉藤女性部長は→はじめに︑
﹁伊藤千代子のように絶対的天
皇制権力による非道な弾圧を受
けながら︑侵略戦争反対︑自由
人権を守る国を目指し︑行動し
た先人たちが日本の国の礎になっ
て活動したことが︑戦後︑平和憲
法の成立に直結しており︑私たち
はこのことを広く伝えなければな

晃との出会いの場所として撮影

特高警察に検挙され拷問を
の守衛所は国登録有形文化財

︵ストライキ︶・その本社と玄関

女工労働者が立ち上がった山
一林組製糸工場一大同盟罷業

私の三人が参加︒千葉では５０

千葉からは小松実会長︑民青
同盟県委員長吉田隆寛さんと

いました︒千代子はその争議に

受ける刑務所の独房は︑市民の
として残っていました︒﹁案内﹂

功させるために新たな決意を

カ所︒一万人以上の上映会を成

大きな影響を受けました︒

運動で遣した﹁松本市歴史の里
には︑﹁戦前の製紙業界最大の
労働争議三１３００人ほどの参
固めあうツアーとなりました︒

されることを監督が説明︒

﹂に移築された旧松本少年刑
務所独房舎房を使用︒１０ｍ以
上もある木製の扉を見ただけ
加者は工女が大半﹂と書かれて

ているため︑﹁天竺牡丹︵テンジ
クボタン︶﹂と呼ばれたそうです

︒ダリアの特徴は︑花色︑花形

が豊富でなんと３万種以上も

ようと小学校からして︽定の側

せん︒．．︒・良妻賢母に育て上げ

気の毒﹄と言われても仕方ありま

紹介し︑獄中で精神を病み２４歳

らこそ︑その大切な命を投げ出

ているのですね生きようとするか

みんなあらん限り生きようとし

向い花ですよ：︒命あるものは︑

︵写真・文七里一司︶

あるというから驚きです︒

的のわくにはめ込まれるのですか
らね︒女は知的︑生理的すべてに
男子に劣る︒：なんて︑劣るよう

代﹂を︑ジェンダー平等という視

で獄中死した﹁伊藤千代子の時

すのですね﹂としたためた手紙も

になったその原因をぬきにしてす

手１大好評でした︒

点から語られた講演に大きな拍

政府の樹立︑人権を守る国を目

駁後に︑斉藤さんは︑侵略戦争
反対︑自由と民主︑王義にたった

映画成功へ

﹁わが青春つきるとも﹂

の力︑それを信じましょう﹂と︑伊

藤千代子が東京女子大寄宿舎か
手紙を紹介し︑社会主義研究会
幹部の指導をしていた日本共産
党員の浅野晃と出会い結婚︒そ

々と映画協力券２枚︑５枚と求

ださいとの訴えに︑参加者らは次

００周年と重ね合わせて映画制
作が始まります︒ぜひご協力く

ら旧友・五味よ志子さんに宛てた

して１９２８年２月︑２２歳で日本

人の入会の申し出があり︑﹁つどい

め当日４０枚を普及︒そして会場
で１人同盟に人会︒後日さらに１

ことができました︒

﹂で２人の新しい仲間を向かえる

が治安維持法です︒

りです︒強情な大変力のある面

﹁ここではね今地しばりの花さか

千代子さんは︑獄中から義妹に

書連絡？印刷物の整理の任務につ
いていた千代子の運命を変えたの

共産党に入党︑中央事務局で文

指し︑行動した﹁時代の証言者ｌ
伊藤千代子﹂の映画化は︑命がけ
でたたかってきた日本共産党の１

ら覚めるとき︑どんなに素晴らし
い新しい世の中が展かれてくるで
しょう︑時代の力︑私どもの時代

そして︑自己に対する催眠術か

ましょうか︒美しい催眠術になが
い間かけられてきたにすぎないの
です三女の人が目覚めるとき︑
深い眠りから︑男子の催眠術から

ぐ結果ばかりいう論理がござい

和名は︑花の形がボタンに似

のこと︒

たアンデシュ・ダールにちなむと

植物学者でリンネの弟子であっ

ダリアの名は︑スウェーデンの

なったそうです︒

たのが︑日本への最初の渡来と

ダリアは︑江戸時代末期にオ
ランダから長崎に持ち込まれ

した︒ダリアです︒

見事に咲いていたもので撮りま

６月頃だったか︑あまりにも

ダリア

オランダから渡来した

Ｉ１ＩＩｌｌｌ２ｊｌ８〃画１３８１１Ｊ

でも心がくじけてしまいます︒
龍雲寺霊園の伊藤千代子の墓に献花し

なさん︒

墓参する井上百合子さんと参加者のみ一

縦減する斉藤刷子蝶本部女性部長

らない︒戦前回帰へ向けウソや裡
造でひた走る安倍・菅政権の暴走
への痛打になりうると考えます︒

日本国民が侵略主義と民主主
義否定に一辺倒でない誇るべき人
々がいた歴史をもっていることを
実例で示すことになるでしょう﹂
と語りました︒

茎ングー平等の視点から

斉藤さんは次に千代子の手紙
を紹介しました︒
﹁男の人は羨ましい︒﹃女の人は
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日本国民救援会千葉県本部
会長の鷲尾清さんに︑本紙への
寄稿をお願いしました︒快く承
諾していただき︑つぎに紹介す
る﹁父は︑シベリア抑留で亡くな
った﹂をお寄せいただきました︒

父は︑

心

日本国民救援会
千葉県本部会長

鷲尾清

亡くなった

シベヅア抑留で

心
配騨

鱗一一
写

侭

麥，

ソ連は︑武装解除した日本兵の家庭への復帰
を保証したポツダム宣言に反し︑厳寒のシベリ
アで苛烈な労働を強要した︒

﹁柏の連隊﹂に３５歳の補充兵と
して入隊しました︒

元気だった父は︑その年の１２
月３１日死亡︵ソ連が崩壊した
２００４年に公開された抑留者

﹁臨時召集令状﹂と書かれた
﹁赤紙﹂でした︒そして︑その一

﹁おとうさんはソ連Ⅱ共産党
﹁成田に国民救援会を結成﹂す

し︑しばらくして１９８４年に

た伊藤千代子の映画︑県内５
０カ所目標に向けて努力

戦前︑権力によって弾圧され

れています︒

る事になり︑私は事務局長に
推薦されました︒そこで﹁救援
会﹂は︑人権と民主主義を守る
活動に尽力した先人を顕彰す
る運動にも取り組んでいること
をしり︑千葉県の顕彰碑二房総
のいしずえ﹂建設運動にも関わ
るようになりました︒千葉県に
は︑渡辺政之助や飯島喜美な
ど戦前の弾圧犠牲者も顕彰さ

に殺された﹂といい続けた母
が︑﹁唯一戦争に反対した政
党﹂日本共産党を知って共産
党支持に

最初に﹁死亡通知﹂が来たの

は昭和２１年で日にちが暖昧
だったので︑母は父の命日を
﹁春の彼岸の中日﹂にするのと

同時に﹁おとうさんはソ連Ⅱ
共産党に殺された﹂と言い続
けていました︒

ところで１９６４年の﹁東京オ
リンピック﹂を境に︑私が働いて

︵２０２２年︶完成予定です︒私

そして今︑同時代に活動し︑
権力によって弾圧された伊藤
千代子の生涯を映画化する運
動が始まりました︒映画は来春

も実行委員の一員として﹁上映
会を県内５０カ所﹂の目標に向

おされ︑経験の浅い私たちは情

けて努力していきます︒

四九年になるとアメリカの占

ライキに突入してしまった︒も

う上層部組合の指導も応援も

勢判断も十分できないままスト

得られず︑みじめに負けた︒闘

領政策が大きく変わった︒反共
映して労働組合の中にも﹁民主

争委員は全員解雇となった︒

格を取った︒
︵次ページにつづく︶

校しか出ていない私は︑その前
に高校卒の資格を取らなけれ
ばならない︒そのころ病気療養
中だった吉野一男を先生に通
信教育で勉強した︒五一年︑そ
の先生と結婚した私は︑長女を
出産したあとの五四年︑やっと
晴れて念願かなって栄養士の資

ろうと考えた︒しかし高等小学

れなら地域で活動しよう︒地
域のお母さんたちの中で活動
する武器に栄養士の資格を取

た私は︑もう経営の中での活動
はできないだろうと思った︒そ

キを指導したとしてクピになっ

している私︒おまけにストライ

役所に﹁共産党細胞員﹂と登録

﹁団体等規制令﹂で千代田区

化同盟﹂とか﹁刷新同盟﹂とかの

きだ﹂と言われ︑占領軍の命令
で私たちは﹁従業員組合員﹂に

主義は少数は多数にしたがうべ

も軍政部へ行った︒そこで﹁民主

組合員獲得の宣伝合戦が激し
くなった︒そんな時占領軍総司
令部の軍政部から分会派の執
行委員に呼び出しがあり︑私

ていたのではなかっただろうか︒

れわれこそは﹂と肩で風を切っ

れは思いあがりだったのか︒﹁わ

の代表だ﹂と思っていたのに︑そ

党に支配されない組合﹂という
ふれ込みで﹁従業員組合﹂がつ
くられ︑組合は分裂した︒私は
驚いた！・私たちこそ﹁労働者

まった︒わが中教分会でも︑﹁政

名で日本共産党員の排除が始

攻撃が激しくなり︑それを反

私は争議解決後成田に転勤

するようになりました︒

昭和２０年８月戦争が終結し︑ いた職場でも合理化が進み︑労
父は当時の満州〃新京″︵長 働組合を作った私たちに対して
大量首切りが強行されました
春︶からソ連軍の捕虜として﹁シ
︒私は多くの労組に支援を訴え
ベリア﹂に送られました︒戦友の
るなかで︑日本共産党が︑当時
手紙によれば︑﹁元気な者は徒
の政党の中で﹃唯一戦争に反対
歩で移動した﹂とのことですが︑
した政党﹄であったことを知り
ました︒そのことを母にも伝え
ると︑母も日本共産党を支持

週間後︑父は町内の人が手にし
たとの通知が改めて届きました︒

名簿によって判明Ⅱ厚労省︶し

日本共産党とともに

変えられるんだ︒誰もが幸せに

どを学んだ︒﹁そうか︑世の中は

あの戦争は﹁日本の資本が安
い賃金で安い製品をつくり︑中
国や東南アジアへ売り込み︑そ
のあと押しを軍隊がやった︒日
本のためでも聖戦でもなんでも
なかった︒そのために多くの国
民やアジアの人たちが殺された
んだ﹂と学習のなかで私は知っ
た︒そして世の中の仕組み︑経
済と社会の発展の法則︑ものの
見方や考え方︵唯物弁証法︶な

ー

なるように：．﹂・私は今日もま

させられた︒そして年末の﹁年
越闘争﹂の闘争委員にはほとん
ど﹁分会派﹂の私たちが選ばれ
た︒会社との交渉がこじれ︑組
にいろいろな事があったが︑あの

合大会で﹁ストライキ！﹂の声に

対！﹂の声をとどろかせたら︑
あんなひどい戦争はもうおこせ
ないだろう︒それならまず私が
共産党員になろう！・この年十
二月二十五日︑私は入党した︒
翌四八年元日の日記に私はこ
う書いている︒﹁今年はうんと
忙しくなるだろう︒どんなに忙
しくても私は決してくじけはし
ない︒私の中にはどんな事にも
負けない強いすじ金が通ってい
るのだから︒去年よりいっそう
闘争は激しくなると考えられ
る︒だがその闘いは必ず私たち
の勝利なのだ：・・今年はもう
決して迷う事はないだろう︒私
の進む道はただ一すじなのだか
ら﹂・これは二十二歳の若い私
だ︒あれから五十三年間︒本当

翌四七年は私の一生で一番
大切な年になった︒命をかけて
も戦争に反対する日本共産党
員がもっともっと多くて監獄に
入れようにも入りきれない程
になって︑日本中に﹁戦争反

た日の丸の小旗に送られて︑

紙を持ってきました︒それは︑

方︑区役所の職員が一通の手

ていました︒しかし︑その日の夕

楽しく和やかな時間が経過し

では︑私の３歳の節句を祝って

昭和１９年５月５日︑我が家

。'迫

たみんなで学習ができると思う
と︑毎朝会社へ行くのが楽しく
て思わずスキップをふみながら

ず貫くことができた︒

日記に記した気持ちは変わら

一

が

通勤した︒
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︵前ページのつづき︶

の時期をのり越えることができ
たのだった︒

旗も停刊になり︑どうしてよい
一九六七年︑市政になって初

五○年︑党中央が分裂し︑赤
かわからず不安な毎日を過ご

代に現在の城に近いものが建造

紀ブハラ・ハーン国マンキド朝時

城は破壊されましたが︑１８世

モンゴル帝国の襲来で︑アルク

た︒

﹁城塞﹂を意味すると聞きまし

古代ブハラの時代から２０世
紀初頭まで︑ブハラ君主の居城
であったそうです︒アルクとは

思っている︒

二十一世紀に向かってこれか
らも明るい未来への展望をもっ
て︑楽しく活動していきたいと

びを最高に味わうことができた︒

は続けてトップ当選した︒その
後ｊ衆議院候補者として十一
年︵五回の選挙︶の二十三年間
は特に党活動の先頭に立つ喜

して当選した︒以来二期︑三期

めての流山市議会選挙で私は
ただ一人の日本共産党議員と

していた時代があった︒党の隊
列から同志が次つぎと離れてい
った︒そんなころのある日︑夫が

半分ふざけたように﹁もし君が
党を離れるようなことがあった
ら︑すぐ離婚するぞ﹂と言った︒

私はすかさず﹁その言葉そっく
りあんたに返すわ︒あんたが日

和ったら私の方からさよなら
よ﹂・こんなことを言い合って笑
った︒お互いにはげましあってこ

ウズベキスタン︑ブハラの

アルク城
２０１７年︑中央アジアのウズ
ベキスタンに行きました︒この時

ブハラ州の州都で古代から栄え
たオアシス都市・ブハラを訪ね︑
ブハラで最も古い建造物・アルク
城を見ました︒

﹃山宣と

アルク城

されます︒

１９２０年には︑ソ連軍の攻撃
でブハラ・ハーン国は滅亡︑城は

ほぼ崩壊︑現存するものはその
ないとのこと︒アルク城を裏側

後改装されたごく一部にすぎ

現場が残されています︒

から見ると︑破壊尽くされた
アルク城の堅固な城門をくぐ
ると暗い通路になっていて︑両
側は囚人収容の監獄でした︒王
座の間では︑背中を向けると不

敬とされ︑王の謁見をうけた

だとか︑昔の歴史というのは政もお話がありましたが治安維
治の歴史のことばかりだったん持法の犠牲者の面倒を見ると

︾人びとは入口近くに設けられ

ざ前はレギスタン広場で︑かつては

蕊た壁のところまであとずさりし
零てから退出したそうです︒城の
蝋公開処刑場としてハーンの圧制

霊に抵抗する市民の首を切り落
﹀﹀としていた場所だったそうです︒

式しかし︑いまは市民の憩いの場
︾所となっていて︑多くの市民が
詮城を見学し︑城のなかにある士
﹃野

︵写真・文七里一司︶

↓産売り場を見て廻っていました︒
亨電

膏

ウズベキスタンの人たち

︑一・アルク城の休憩所でくつろぐ

特に内村鑑三の有名な不敬事
件というのがありまして︑さっ
きビデオでありましたけれども
と思うか﹄というそういう質問

﹃天皇とイエスとどっちがえらい

ずうっと山宣と一緒でありま

面倒を見た人がなかなか面白い解説です︒解

ります︒

ってからは大変商売に熱心であ
りまして︑順調に商売をしてお

山本家は︑父の亀松が立ち直

別荘のバラ園で育った

山宣は宇治の

ょうどその頃です︒

する圧迫が強くなってくる︑ち

だということでクリスチャンに対

れる︒これはクリスチャンのせい

ということで学校から追放さ

の写真にお辞儀をしなかった︑

の駒場の教育学部ですが︑天皇

内村鑑三は︑一高いまの東大

いうことを申しません︒

ですが︑クリスチャンの人はそう

らいと言わなくてはいけないん

をするんですね︑天皇の方がえ

治安維持法﹄︾勲姪謂蠅誌臨戦鯛峨そういう活動をされた方で
本です︒

’

して︑山宣の全集が三種類位あ

移ってしまうわけで︑京都の人

説というから山宣のことを書い

州墾鮮趾蕊蔑窯鍾筵舞蕊窯詰雲饗融
す︒

いますがぉ医者さんでありま縦歸蕩喋諺鵠罐鮭篭讓禦轆帥解

知の方も多いんではないかと思ならなかったかもしれませんが︑たんだと思いますけれども︑別

んの多年さんの弟の子ども︑つをして︑これも大著︵だいちょⅡてしまって避妊法産児制限の話

窮郡曜譲減蕊等娘趨触縦達鱗灘獣畿麗鴎酔

はそれは﹁天皇の夜逃げだ﹂と

明治の初年に天皇が東京に治安維持法の犠牲者の説を書いておられて︑この解説

浜林正夫安田徳太郎さんはりますけれども︑昔の全集の解

︵２︶

諏写急酔雪轟々−3ざ
ー

」
︵次ページにつづく︶

ヨ

.ー嶬皇＝

戦後﹃人間の歴史﹄という本プロレタリア運動というか︑お知識で書いておられるようであ

﹁天皇とイエスと

蠅菫師脈脳脈榊萄凹珈峰眺岫卿碓蝋騨臓脚部帥恥︑蝿航汕鰍輪ります︒
史﹄という本を覚えているんで
すけれども︑それまで私たちが
戦時中に教わってきた歴史とは
全く違って︑人間のありのまま
の姿を描くと言いますか︑生活︑
食事のことだとか着ているもの

-1011−
ー
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︵前・ヘージのつづき︶ので︑写真をこっそり撮ってきま

山本宣治は体が弱かったので︑した︒ここに花屋敷という絵葉
宇治の平等院の所に別荘をつ書があります︒お回ししますの
くりまして︑そこでバラ園の園でご覧下さい︒裏を見ますと中
芸をやってそこで育てた︒その華料理だとかステーキとか書い
平等院の近くの別荘は現在﹁花てありますがそれは料亭の広
屋敷﹂という﹃料亭﹄兼﹃旅館﹄に告のことでありまして︑裏をご

なっていまして︑この間︑関西に覧頂いて山宣の書斎というのが
行くついでがあったものですかありまして︑これが解説には山

プ

グ号

旬

ナシ

六蝉
J1 4
劃､J

が︑スケッチをいた

︾繩州しました︒それを

に通っていたようでありまして︑

いうふうにおもっていたようで
す︒その頃は大変︑熱心に教会

食ってかかったという話が書いて

んな戦争をするんだ﹂と言って

熱心なクリスチャンであったとい

うかはわかりませんが︑かなり

一つ書いてありますのでかなり
熱心な︑洗礼をうけていたかど

ず︶朝報﹄の内村鑑三の論文だ

書きましたけれども︑﹃万︵よろ

ます︒と言いますのはそこには

ろうというふうに推測を致し

はお父さんに向かって﹁なんでこ

１９０６年と言いますと山宣１
８歳ですが︑その頃の彼の日記

うことはわかると思います︒園
芸の勉強をするために東京に

とか︑或いは﹃平民新聞﹄だとか
もちょっと出てきています︒

そういうものを読んでおります︒
内村鑑三というのはご承知の
とおり日露戦争に反対をして
まして﹃万朝報﹄がだんだん戦
争賛成論の方に行くのに反対
してこの新聞社を止めた人であ
ります︒ずうっと戦争批判をし
ていた人でありますので︑そう
いうものを読んでいれば︑当然
というか日露戦争には反対だっ

山宣は日露戦争に
反対だったと推測

１９０４年に日露戦争が始ま
ります︒皆さんご存知の方が多
いと思いますが︑西口克己とい
う方が﹃山宣﹄というこれは小
説風に書いてあるんです︒フィ

ただろうというふうに思います︒

年の日記を見ますと毎日︑日
記の最初に聖書の中の言葉が

が残っているんですが︑１９０６

あるんですが︑これは果たして
事実であるのかどうかというこ
とは確かめられません︒日記や
書簡なんかには別に日露戦争
反対とは書いてないんですが︑
多分︑日露戦争に反対だっただ

’

クションでありまして︑かなり事

︵次号につづく︶

−12−

ら覗いて来ました︒宣が生まれた家と書いてあるん
昔の蔵の一つに小さなものでですが︑そうではなくて育つた
すが山宣の資料館がありまし家です︒
て︑そこも見せて頂きました︒私のレジュメの最後に絵を入
蔵書が主で︑新聞のたぐいといれておきました︒これはサイン
ぅかそういうものがあります︒を見ますと３月６日と書いてあ
そこで写真を撮ってもいいかどりま
ます
すの
ので
で︑
︑殺
殺さ
され
れた
た次
次の
の日
日に
うか迷ったんですが︑大丈夫だ大一
月月
源源
二二
とと
いいう
う画
画家
家が
が駆
駆け
けつ
っ

f4巽
峨IZ

ろうとデスマスクがありましたけて・︑
一一
人人
ハい
るるん
て他
︑に
他も
にう
もう
んで
です
す
司り

賑諾銚︾将来は園芸の仕事
く作難いで身をたてようと

宍 矧 郷 嬉 園 芸 の 仕 事 を 続 け ︑ 実に忠実なフィクションですけ
れども︑西口さんの本を読んで
いますと日露戦争の時に山宣
坐念

瞬購溺庸隠蔽

堯嶮胤蝿おきました︒

区宣たそこに貼り付けて

灘謡
、

ス
ク

マ
．

魁
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