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―「リフレッシュプラザ柏」―  2010年 3月 21日  

会の運営などに関する提案など総会を兼ね、ひとり一人が戦前・戦後、平和への思いを語る集いに 30 名

の参加をいただきました。 

   

１．日下部作次郎さんのお話の要旨 

（１）はじめに 
逆井３丁目に在住。1929年4月生まれの４月で８１歳。軍隊の経験がある最後の年齢ということで「最後の予科練」という

テーマ選んだ。 

（２）予科練 

今でいえば中学 3年（15歳）の夏、海軍飛行練習生（「飛練」）、その前の段階が海軍飛行予科練習生、「予科練」。 

軍隊の最後の年齢で、最後の入隊で、最下級のクラスで大変な罰直（＝体罰）の 1年半だった。 

軍隊というのは軍人精神を養うところかというと必ずしもそうではない。「私に言わせると、いじめの温床、どうやったらいじめが

できるかということを教える組織」に思えてならない。 

隊内は 16 人で 1 班、同じ年齢ばかりではなく、高等小学校を卒業して入る人と同等の資栺を持っている人が 19 歳まで

入れる。４～５歳ぐらい差がある。軍隊というのは全体責任ということが言われ、１班１６名で、全体で何点という評価の仕方

をするため、悪い点数の者が多ければ当然その班は成績が下がる。普通の学科なら個人の努力で改善できるが、体力的に

は大変な差がある。海軍なのに入隊して初めて海を見たという人もいる。そういう人が、来た早々「死に物狂いで泳いで来

い」と、海の中へぶち込まれる。それには全部着順がついて、合計１６人で何点。それが 10 分隊ある中で何位。16 人が全

体責任で酷い罰直（＝体罰）を受ける。始めのうちは同じ仲間だから・・・と全体責任でも上手くやっているが、その内そいつの

ために「罰直を食うんだ」「痛い目にあうんだ」と、だんだん、「そういうやつらが足を引っ張る」という被害者意識が強くなり、全

体責任の中で、自分の仲間を「守ってあげます」ではなくて、「お前が居る限り、俺たちは罰直を食うんだ」という形で逆にいじ

めていく。この下地が軍隊のいじめの本質である。 

軍隊というところは無理難題を言うところで、月に１度の物品の点検で「盗られました」と報告すると、「盗られたら盗って来

い」と教育される。 

さらに悲しいのは、１粒でも多く食べたいため、自分が飯盛り当番になった時、分からないように自分の食器に、ぐっと押し

詰めたりする。 

朝鮮まで持っていかれ、最後は陸戦隊に転入され、毎日ソ連の戦車へ爆薬を抱えて飛び込む練習をさせられたが、幸い

終戦になり、11月の始めに復員することが出来た。 

 

第２５号  2010年 5月 20日発行                 

URL http://kashiwananbu9jyo.aikotoba.jp         発行責任者：渡邊起造 7139-7876  

E-Mail : hakunan9jyou@i-ml.com             事務局長  ：山脇茂弘 7173-7320 

 

URL http://kashiwananbu9jyo.aikotoba.jp 事務局代表 ： 山脇茂弘  

E-Mail : hakunan9jyou@i-ml.com  

 

URL  http://kashiwananbu9jyo.aikotoba.jp    事務局  ： 山脇茂弘  7173-7320 

                         E-Mail : hakunan9jyou@i-ml.com 
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総会では、9条をめぐる情勢、活動の報告、会計報告と、会

費を 1口500円と、し家族会員は無料とすること、会場でも

使用可能なハンドマイクの購入、春山さんから渡邉さんへの

代表交代などを決めました。 

 

トーク・トークでは、日下部作次郎さんの「最後の予科練」と

題する戦争体験を最初にお聞きしたあと、少ない時間でし

たが 17名の方に、戦中戦後の経験や平和への思いを話し

ていただきました。 
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（３）自衛官の人権 

自衛隊員の自殺がものすごく多い。1 年半最下級でいじめにあった経験から、人事とは思えなく、調べた結果、自衛官の

自殺は 10年間で 601人もいる。1年で 60人ずつ、多い時は 90人台の自殺者がいる。 

日本の 10万人あたり平均の自殺者は 24人、自衛隊の自殺者は 34．4人で、はるかに多い。いじめによる自殺が非常に

多いということが分り、防衛庁ではカウンセラー制度を作ったり、ホットラインを作ったりして対策を講じている。 

今、問題になっているいじめ、自衛官のいじめはどうして出てくるのか、この根本原因を解決しない限り、こういう丌幸な出来

事は無くならないだろう。 

人間としての人権を守るという立場から何事もやっていかなければならないと強く思って、このことにも触れた。 

 

【トーク・トーク（要旨）】 

◎ 南部の地域で、下総基地について、もう少し勉強を深めていく必要がある。下総基地は、入間から軍用機が着陸して、

習志野の隊員が乗り込み、再離陸して、習志野で降下訓練をする。海外へ行ったという説もある。習志野には１トンの武

器を貯蔵する弾薬庫があるが、今度これを２１トンにする。「パック３」も搬入されている。 

◎ 12歳の時、3月10日の東京大空襲に遭った。墨田区吾妻町に住んでいて、母に手を引かれ适げ惑っているうちに、曳

舟の駅の前まで行き、そこは帯状のように住宅が焼け残り助かった。その後、姉 2人がバラバラに适げて来た。父は家が

焼け始めたので、這い出して适げて来た。はじめ、父は中井掘りへ适げその中井掘りのところに、ミヨシ石鹸の工場があっ

って、そのミヨシ石鹸のドラム缶がボンボン破裂している。「一歩遅れたら助からなかったなー」と言った父の言葉が耳に

残っている。3 月 10 日には、あの戦火の中で何とか助かったという状態だったので、よくテレビでそういう画像が映し出さ

れるが、何十年経っても、涙が溢れて見ていられないような状態が続いている。 

◎ 百里基地は実家の近くにあるが、子供の頃、１度行ったきりで、あまり関心を持っていなかった。その隣にできた茨城空

港を見てきた。赤字がうんと出るだろうと、今から言われているが、それだけなのかな、具合が悪くなれば「百里基地とし

て使用」ということはないのかなという気持ちで見て来た。 

◎ 柏市の行政が主催する平和展が県民プラザであった。主人と２人で行ってきたが、「柏和会」の方、「麦わらぼうしの会」

の方の朗読、「平和語り部の会」の方の話。とても良かった。朗読の会の演出をしている方がこの「柏市南部9条の会」の

方で、会の人も舞台に出て朗読されていた。南部だけでなく幅広くいろいろな場所に出て、そういう活動をするということ

はとても良い事だと思う。それからブックレットを事務局で作っていただいて、高沢義人さんの（ブックレット№5）を読んで、

「すごい中身だ」と 30部ほど、特別増刷して頂いて、友人知人に買っていただいたりプレゼントしたりしている。こういうもの

を活用して、「柏市南部 9条の会」の仲間以外の人、出来れば若い人と話をするのに活用出来るのではないか。 

◎ ある人から「戦争について書いてくれ」という原稿依頼が来たのに、ちょっと書けなかったので、高沢さんのブックレットを

送ったところ、感激され「高沢さんにお会いしたい」との話があった。体験を記録するという重要さを改めて認識しました。 

◎ 昭和 18 年生まれで、戦争の体験はない。戦記物の本が好きでよく読んでいるが、どちらかというと右翼的な発想があっ

た。本を読み進めていて、「戦争は何故起こるのか」「なぜ止められないのか」非常に疑問が沸いて来て、いろいろと勉強

しているところで、これからも勉強していきたい。 

◎ 「９条守ろう」の署名と「核廃絶署名」をあわせてやっていて、中学生や高校生に「広島へ修学旅行に行きました。核兵

器がなくなるように、頑張ってください」と、握手を求められ励まされた。密約は廃棄すべきだと思う。 

◎ 終戦直後「国民総懺悔」ということが言われたが、きっと上層の政治家の連中が言い出したのだと思うが、懺悔すべき何

物もない。教えられて、「それはそういうものなんだ」と納得させられて、天皇陛下のために死ぬつもりでいたんですか

ら・・・。 

◎ 戦後生まれで 61 歳なので、戦争の体験はないが、今、施設に入っている母親が、東京空襲で适げ惑って「死んでいた

ら、お前はいなかったんだよ」とよくそんな話しをしていた。 

◎ 終戦間際の昭和 19 年の生まれで、父親、母親が今の北朝鮮の地域にいたということがあり、向こうで生まれて、1 歳ち

ょっとで日本へ引き揚げて来た。この時の様子は母親から多少聞いている。引き揚げて来る船の中で、発疹チフスに罹

っていて、生死の境を彷徨いながらやっと帰ってきた。父親は、当時警官のような仕事をしていたらしく、日本が朝鮮を

支配していたということがあって、引き上げてきても戦犯のように見られて、何所でも雇ってもらえなかったふしがあるが、
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父親はこの辺のところは殆ど話してくれなかった。今から思うと、もっと話を聞いておくべきだったなと思う。 

◎ 日本がなぜ戦争に突き進んだのか大変関心があって、昭和 20 年前後の、いわゆる現代史についての書籍を集中的に

読んでいる。 

◎ 余りにも沖縄のことを知らなすぎたので、今回、「普天間、ヘノコ、嘉手納、ひめゆり資料館を巡るツアー」があるので、こ

れに行って来ようと思っている。 

◎ 9 条と安保の問題を、もっと意識する必要があるのではないかと思う。今、普天間のことが問題になっているが、これも

元々は日本とアメリカが軍事同盟である安保条約を結んでいるからだ。 

それから、4月の 17日に映画「いのちの山河」が上映されるが、25条の生活権の問題、核兵器廃絶それぞれを憲法 9

条と結びつけて活動を進めていく必要があるのではないか。 

「いのちの山河」のことでは脚本の元になった及川和男さんの「村長ありき」という本を読んで、感動した。上映会を成功さ

せなければと思っている。 

◎ トーク・トークの資料、いろいろなことを思い出され、なつかしく思った。昭和 15年 9月 2日生まれで、台湾総督府という

ところで父が仕事をしていて、台湾から引き上げる船の中あたりでは、父や母の話から思い出すところがあるが、現実と空

想と入り乱れている感じである。父や母が大変な姿で田辺という和歌山県の港に着いて、さて何所へ行くか、何所へ身

を寄せるか彷徨ったあげく、私の母の実家にたどり着いた。 

新婦人の会の 6，9 行動やこの会の宣伝行動で駅頭に立って、寒い日もがんばれるのは「戦争は絶対ダメなんだ」という、

そのころ染み付いたものがあるんだろうと思う。戦時中に生まれその辺のことを話ができる一番幼い最後の、年代になっ

て来たんだと思っている。 

◎ 西山 9条のグループで、「南部 9条の会」の子供か孫のようによちよち歩きでやっている。「元旦に天皇陛下のお言葉に

ありましたけれども・・・」とか、「祝祭日に、日の丸が立てられる様な落ち着いた町にしてほしい」などという発言が堂々と

出されている。町内で、子供の安全・防犯のためというパトロールが昔の隣組のように「町内の出来事が全て公安警察に

通報されていた」ということにならなければ良いがと思っている。 

◎ 今日の話は大変よかった。戦争体験というと、戦争の悲惨さということで語られることが多いが、どういうふうに、それを見

つめていくかという点で、考えさせられるお話だった。戦争体験を伝えていく、戦争の体験があっても、体験した以上には

わからない、だけどイメージは広がる。若い人たちにイメージ化させて行く手段として、視覚的な方法・映画がある。「いの

ちの山河」も非常に良いなと思ったのは、日本国憲法の第 25条は具体的にはこういうもんだと示している。 

軍隊に人権があるのか、逆に人権がある軍隊とは何だろうかと、問題提起があったように私は思う。 

◎ アメリカの映画で、「ここより永遠に」（地上より永遠に）という終戦間もなくの映画があった。ハワイで、昭和 16 年 12 月 8

日、真珠湾攻撃を日本軍がやって、被害を受けるアメリカの軍隊内の話で、その中で、古年兵、軍曹達により、中隊に転

属してきたラッパ手のプルー（主演のモンゴメリークリフト）が、いじめられて殺される。新兵いじめは日本だけじゃあない。ど

この国の軍隊でも、あるわけで、軍隊に人権などありえない。 

それから、つい最近小金原 9条の会で DVDを見てきた。伊藤真という弁護士・伊藤塾という司法試験の塾を主宰している

人が、「今こそ憲法の力をつけよう！」という話を 1 時間半たっぷり話している。話も上手いし、なかなか良い。その DVD を

持っているので、春山さんのプロジェクターをお借りして、勉強会をやったら良いと思う。 

 

参加者のアンケート・意見から 

○多くの体験・意見を聞くことができて、勉強になりました。これを地域でいかに広げ、理解者を多くするかが問題で、「急がな

ければ9条が危ない」との思いが強くなりました。あらゆる場面で九条を守ろうという宣伝をしていきたいと思います。急がなけ

れば！！（若鍋） 

○日下部さんのお話は非常によかった。予科練のサイドから現状を見るとどうなるのか良く分かった。 

内田さん（私たちのすぐそばにある下総基地のことを勉強しよう）、野田さんの（安保条約、9条と２５条、核廃絶）提案の勉強

会を是非具体化してほしい。（Ｍ） 

○出席者ほぼ全員から話がお伺い出来たのが良かったです。皆さんの「9条・平和を守ろう」という決意あふれるお話に感動

しました。中原防災公園での「宣伝・署名活動」を検討したらどうでしょうか？（野田） 
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＊春山代表が体調を崩されているため、渡辺起造さんに代表代行を、お願いしていましたが、2010 年度から、渡邉さんに

代表をやっていただくことになりました。春山さんには病気治療に専念し一日も早く回復していただきたいと思っています。 

＊例会ニュースの発行が、大変遅れ申し訳ありません。 

＊「トーク・トーク」の発言を『会員のひとこと』として、ブックレットにまとめることを検討しています。                 （世話人会） 

 

 

 

    
市内８つの「９条の会」が実行委員会を結成し、他の団体に呼び掛け、多くの賛同を得て、柏市で初めての憲法集会が、 

５月５日１０時から、アミュウゼ柏で行われました。参加者は２７０名でした。 

紛争（戦争）地域で平和構築のために活躍する伊勢﨑賢治さんは、日本に好意的なアフガンの現状や自分がか

かわった武装解除の話、国連をはじめアメリカ、NATOの政策上の間違いや迷走、オバマ政権の３万人増派し１年

後に撤退を開始する問題点などを中心にお話頂きました。講演は「アフガンの特殊性に絞った話で、若干難しか

った」「九条との関わりについて、ほとんど言及されなかったことは残念だった」などの感想も寄せられました。     

実行委員会では、来年以降も必ず「憲法集会を開催しよう」と、来年も 5月 5日午後、同じ会場を確保しました。 

 「いのちの山河」上映会  大成功！！ 

4月 17日の市民文化会館での上映会に 2000名を超える観賞券が販売され、「いのちに栺差 

があってはならない」と半世紀も前に平和的生存権を具体的に実現しようとした岩手県沢内村の 

村長や村民の努力を描いた映画に、「素晴らしい映画だった」と大きな反響がありました。 

今回は９条の会とは接点の無い柏市老人クラブ連合会、社会福祉協議会などの協力を得ました。 

柏市南部「9条の会」関係でも、１６０名の方々に観賞して頂きました。 

 

 9の日行動へ参加して下さい 

柏市南部「9条の会」では、毎月9日「9条守ろう」の宣伝行動を実施しています。 

 ◎場所 ： ＪＲ南柏駅 

 ◎内容 ： ①ビラ配布  ②署名  ③参加者のリレー呼びかけなど 

 

 6月学習会のおしらせ  大勢ご参加下さい。 （テーマは未定） 

◎日時 ： 6月27日（日曜日） 15時20分から 

◎場所 ： 光ヶ丘近隣センター 

◎講師 ： 山田敬男さん(柏市在住の現代歴史家、労働者教育協会会長） 

「米軍は日本を守らない」「沖縄は米軍の世界戦略上重要な拠点なのだ」と言 

われています。また、「米軍が日本を守ってくれている」「沖縄駐留の米軍が戦 

争の抑止力になっている」と言う人もいます。 

「基地の問題」「安保の問題」「真の戦争抑止力とは何か」もう一度考えて見よ 

うと、学習会を計画しました。 

 

 

 

 

柏市で初めての２０１０年かしわ憲法集会 

伊勢﨑賢治さんの講演 ： 

「平和はつくれるか？アフガニスタンの現場から」 

 

――柏市南部「９条の会」は５周年記念行事として実行委員会に参加―― 
 

《春山秀雄前代表：退任のことば》 

久しぶりです。随分大きな手術をやりまし

て、冠動脈バイパスで 50日間入院してお

りました。今、少しずつリハビリ中なんです

が、ほかの手術も控えていて、心臓と相

談しながらやる予定です。血圧も乱高下

していたりで、会議にも出られないことが

多く、迷惑をかけると思い、ちょっと治療に

専念したいということで、交代をお願いし

受け入れて頂きありがとうございました。 

今後も会の役に立ちたいと思っています。

私のプロゼクター、DVD なども小集会に

利用してほしい。5 月には国民投票法が

施行されます。あらゆる機会を捉え憲法

を守るために、努力しましょう。 

ありがとうございました。（総会での挨拶） 

 

 


