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N0.５０                ２０１７年２月２８日 (火)                                             

５０年前に 

 高槻で、日の丸・君が代拒否の裁

判闘争を続ける山田肇さんから「福

沢諭吉とは何者かを明らかにする

３冊の本が出ました」と題する納得

の「諭吉論」が届いた。 

 1967 年、勤務先の高槻六中でフ

リーカメラマンの岡村昭彦氏に

「ヴェトナム戦争」の講演をして

もらったのを思い出した。「日本中

でこの話を中学生から聞きたいと

言われたのは、六中と自由学園だ

け」で、「一番大事なことは、何が

正しいか、必ず自分の目で確かめ

ることだ」と力を込めて語られ

た。その中で、福沢諭吉は「天は

人の上に人を造らず、人の下に人

を造らず」など言っていない、彼

「もくれん咲く」吉岡治子（2014 年、木版、20×20 ㎝）        こそ差別者そのものだったし、ナ

イチンゲールも白衣の天使などではない。つくられた事実や英雄像は歴史を曲げ、みんなを苦しめ

生命まで奪っていくのだと。50 年前の話である。諭吉は明治のトランプ＆アベであり、今も（一万

円札にまで）生きている。庭の木蓮が春を待ちわびて、つぼみが膨らんできた。私も春を力とした

い。                               【吉岡 治子 記】 
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改憲モードにはいった安倍政権と対決するために  

《元教ニュース５０号によせて》          石塚 健 

 

『元教ニュース』第１号が発刊されたのは、記録をみると 2006 年 11 月のことだ。（なんと 10

年前！）どこからの援助もなく、素人集団がメンバー相互のカンパ収入だけでよくここまで続いた

ものだと思う。 

この会は、第１次安倍政権の下で教育基本法が改悪されることに危機感をもった兵庫の元教職員

の有志数人が集まって、厳しい現場環境のなかでなかなか声をあげられない現役教職員への応援が

少しでもできればという思いからはじまった（発足時の最高齢者は 75 歳、私が一番若手で 64

歳）。その歩みは時々の憲法や教育にかかわる課題をとりあげ、主に退職教職員や市民によびかけ

講演会や学習会をおこない、ときには街頭へ繰り出してデモにも参加、多様な行動形態をとってき

た。 

東京や大阪で処分をうけて闘っている根津公子さん、河原井純子さん、近藤順一さん、土肥信雄

さん、大阪の被処分者奥野泰孝さん、松田幹雄さんらの話を聞き、その支援をおこなったりしてき

た。理論武装も大事と弁護士の羽柴修さん、学者の本山美彦さん、大内裕和さん、纐纈厚さんらか

ら様々なことを学び、労働運動や市民運動の先輩、大串潤二さん、古川佳子さん、村上真平さん、

飛田雄一さん、觜本郁さんらから多くのことを教えてもらいながらの歩みだった。 

2013 年には参議院選挙を前にして、元教ネットと重なり合う形で護憲円卓会議がつくられ、い

かにして護憲勢力を結集するかというテーマで各党に集まってもらい大きな討論集会も持った。昨

年の参議院選挙中は「野党は共闘」「みんなで選挙」を合言葉に選挙活動にも参加した。会則も規

約もなくメンバーをつなぐのはこの『元教ニュース』だけ。それでも今日までなんとかやってき

た。『元教ニュース』を繰ってみると、その時々のテーマに沿った政治や経済や社会批評の記事が

たくさん掲載されている。それとこのニュースを引き締めているのは毎号載せられている吉岡治子

さんの手になるすばらしい前扉の絵（前号の「国の楯」をみよ）、室田正則さんの全国にまたがる

山歩きの記、後ろ扉の嶋谷数博さんの素描「兵庫を歩く」の三つである。誰かが読んでくれている

と信じて、まだまだニュースはつづけたいものだ。 

さて、安倍政権は国会での多数を背景にいよいよ改憲モードにはいってきた。安倍首相は１月５

日自民党本部で「新しい時代にふさわしい憲法はどんな憲法か、今年は議論を深め、形づくってい

く年にしていきたい」と改憲への意欲を改めて示した。昨年の参議院選挙中は改憲について沈黙

し、与党が勝利した翌日の７月 11 日に「わが党の案をベースにしながら、衆参各院の３分の２を

構築していく」と言い出した。ところが秋の国会では草案があまりに不評なので、これを最初から

ベースにすることをしないふり。再開された憲法審査会で合区解消や、大災害に対処すると称する

緊急事態条項の創設などを盛り込む一方、各党に反対論が根強い９条改正を外した新たな憲法草案

の策定を考えているようだ（しかし、自民党改憲草案を「撤回する」とは言わない）。 

２月 14 日、自民党は３月大会にむけ運動方針案を出した。「憲法改正にむけた道筋を国民に鮮

明に示す。改憲賛同者の拡大運動を推進する」とし、３月５日の党大会で採択される見通しだ。 
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関西大学の高作正博さん（憲法学）は、「安倍政権下で改憲論議はしてはならない。いまの政治

状況で、政治権力を縛る憲法をめぐる、まともな議論が展開される保障はまったくない。憲法審査

会は国会に憲法改正案を提案する権限を有する。テーブルについた以上、最終的に数の力で押され

たときに、後からなかったことにはできない。巧みに罠が張り巡らされている」と指摘する。 

さらに、治安維持法の再来といわれ過去三度も廃案になってきた共謀罪（テロ等準備罪）が危険

だ。「目配せ」で共謀、準備とされ、「市民団体も対象」と答弁が変わってきている。 

「憲法審査会で十分議論を尽くした」という形をとって国民投票に持ち込む作戦が見える。そう

させてはならない。安倍政権の改憲を阻止する、国民投票に持ち込ませない闘いを、広くねばり強

くすすめていこう。 

 

安倍政治は許せない！ 
                               梶原 義行 

 

安倍政治は本当に許しがたいものだ 

トランプ大統領と会談した、その後の報道はＮＨＫがしたように「いい方向ができた」と総括す

る。このように、多くのマスコミの報道の仕方が、どうしようもない。 

トランプ大統領と安倍首相の会談のまやかし 

安全保障問題でもトランプ大統領が、日本の負担をもっと、と言ってきたことについて、それが

会談では出なかったといって、安倍首相は胸をなでおろしている。してやったりといわんばかり

だ。 

トランプ大統領としては、カッコつけで、仮にも首脳会談ということだから、安倍に花をもたせ

ているのが分からないのか。安倍はいずれにしても、アメリカの軍事力の肩代わりをさせられる。 

そのことを通して、安倍は、強い日本、憲法も戦争ができるものに変えていこうと狙っているのが

見え見えだ。 

アベノミクスは戦争法を生み出した 

２月19日に若者の貧困問題を扱った集会でも、若者がまともな教育を受けることができないま

ま、社会に放り出されて、さらにローン地獄に落とされる、ということについて、安倍は責任を感

じない。アベノミクスで格差・貧困・差別を生み出したことを批判されて、少し、返済なしの奨学

金を就学生の５パーセントぐらいに出そうとしているが、これでは格差や差別が生じるだけだ。若

者はこれからどうなるのだろう。 

将来設計のために公務員になる自衛隊員になるという選択があると思うが、新任務を付与した海

外派兵が常態化すると若者を戦地に送ることになる。南スーダンに新任務を付与されて派遣され

て、もう３か月が過ぎている。現地の情勢が気になる。知りたい。しかしニュースが入ってこな

い。これは2013年に作られた特定秘密保護法で軍事に関する秘密を政権が持てるようになったこと

が原因しているのではないか。ジャーナリストも法に触れて罪に問われるようなことはできにく

い。 
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「ブラックホーク・ダウン」という映画があるが、「駆け付け警護」で、米軍が大失敗、敗北を

したことを映像化している。米兵の英雄的なところが多くえがかれているが、紛れもなく他国へ行

っての戦争の間違いを思うことができるものになっている。 

このまえ現職の自衛官と話す機会があったとき、彼はイラクにも一部隊長として行ったというこ

とだが、「ブラックホーク・ダウン」を見ているという。やはり新任務を付与されて南スーダンに

行かされて一番心配しているのは自衛官であることが分かる。自衛官の家族・親戚でないなら無関

心でおれるところもあるのだろう。 

安倍政権はやりたい放題か 

そんな時、豊中市で神道学校の建設予定地を本来の予定価格の十分の一の購入価格で落札した。 

その学校の名誉校長が安倍首相の妻だという。権力をもつものがやってはならないことをやってい

る。許せないことだ。原発再稼働をしようというのは企業の道に外れているし人の道にも外れてい

るということだが、安倍政権は人の道に外れていることをしている。 

マスコミの体たらくから学ぶこと 

その安倍政治に疑問を持ち、怒りを持つ人は周りにたくさんいる。原発、特定秘密保護法、戦争

法、ＴＰＰ、年金カット法、南スーダンへの自衛隊派遣、カジノ法、共謀罪と、しかし、安倍の支

持率は落ちない。これはマスコミが権力批判をしないことが大きい。 

安倍政権になってから政府のマスコミに使うお金は最低でも60億円だ。民主党政権の時より１．

５倍となっている。マスコミも商業新聞で政府からのお金が頼りになる。それをあてにしている。

マスコミが政権を批判することができないのは理の当然だ。 

それに安倍首相はマスコミの重要人物と常に会食をしている。 

昨年の参議院選挙の時に、政権に不利な報道をすると政権から圧力がかかる。報道規制がされると

いうことで明らかなように、常にマスコミに対して恫喝をかけている。これが安倍政権だ。 

マスコミは政権幹部が首相と会食をするなどということはしてはならないことだ。しかし、情報

を得ようとして政権に近づくと、飛んで火に入る夏の虫、ということになる。私たちの取り組み

は、このような実態から始めることになる。 

 

 

教職員ひょうごネット講座 201７年① 

◇原発事故と学校～福島の学校と子どもたちの、いま～  

  お話 柴口 正武さん （福島県浪江東中学校教員） 

と き ３月２５日（土）14：00～（開場 13：30） 

ところ 神戸教育会館 404号 資料代８00円 

   （JR または阪神元町から鯉川筋を北へ約７分） 

 
 



憲法の改悪に反対する元教職員ひょうごネットワーク５０号    ２０１７年２月２８日（火） 

5 

 

元教ネット講座 「『相模原事件』を考える」から   

『生命をかつぐって重いなあ』～福井達雨さんの本の題名    石塚 健                

 

「相模原事件」を考えるとき、卑劣な犯行をおこした犯人に対する激しい怒りがわきあがるとと

もに自分の気持ちもずしりと重くなる。この事件を考えるためには、まず自分の心の中を覗き込ま

なければならないからだと思う。そして自分の心の底に障がい者に対するどんな思いが潜んでいる

のか、それをみつめるところからはじまる。ニュース前号（NO.49）に私たちの仲間である岩野さ

んが書いている論考は、自分の歩みをしっかり見つめたうえで今回の事件についてさまざまの角度

から述べており、考えさせられるものがたくさんある。ぜひ皆さんにも読んでほしいと思う。 

さて、「相模原事件」が起こった後、元教ネットの中でも「この事件を考える必要がある」とい

うことがいわれ、「えんぴつの家」の事務局長・山田たけしさんから話を聞こうという声が上が

り、11 月 26 日に講座がもたれた。講座は注目され、いつもより参加人数も多く当日は神戸新聞の

取材が入ったり、障がいがある人も何人か参加し発言された。 

山田さんは「障がい者は世間の嫌われ者です」という刺激的な言葉で私たちの心をゆさぶる。そ

して「相模原事件」のインパクトがどこにあったかと問い、それは、①被害者の多さ、②方法の残

忍さ、③障がい者の存在否定という動機が公になったこと、④マスコミの報道量、⑤施設職員によ

る行為であったことをあげた。今回の事件と障がい児中絶の問題を重ねて考えることが必要だとす

る。 

障がい者差別の基本構造は選別、隔離、抹殺にある。①出生前、出生後にある各種診断、検診に

よる障がい胎児の中絶、②学齢期の分離教育、③おとなになってからの障がい者の施設、これらは

障がい者手帳を持っているといわれる 800 万人を、違うコース、違う世界へと隔離する、③そして

生物的存在として抹殺、社会的存在として抹殺する。その構造を打ち破る道は「分けられている世

界をまぜる」ことにあるという。「別に生きる社会から、共に生きる社会へ」の価値観の転換が必

要だとする。そのためにはまず実際につきあうこと、自分の生き方を見つめることから始める必要

がある。そして楽しく元気に活動することが何より大切だと話を結んだ。実践に裏打ちされた貴重

な話が聞けた講座であった。 

元教ネットの仲間には解放教育の経験者、障がい児学校の経験者が多い。兵庫の普通科高校教育

においても 1980 年代には身体障がい者に対しては少しずつ門戸がひらかれ、車いすを利用してい

る生徒や聴覚障害、視覚障害のある生徒が校内にいることが、それほどめずらしいことではなくな

っていった。しかし普通科高校の入試の壁、学力試験の壁は、知的障がい者の入学を阻んでいた。

私の知る限り教員集団の取り組みでこの壁を限りなく低くして知的障がい者を入学させていたの

は、阪神間で市立芦屋高校（全日制）と市立西宮西高校（定時制）の２校だった。今、前者は廃校

に、後者は三部制の学校になっている。 

阪神間では今、新しい試みとして普通科高校と特別支援学校を同じ敷地の中に作り交流を図って

いる。「分けられている世界をまぜあわせる」学校になってほしい。 
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あたまのハゲ 
大島 秀夫（元全逓組合員） 

 

    

だれもがハゲはいやだとおもいます。つるつるハゲ、バーコードはげ、なんでハゲていくのでし

ょうか。実は僕にもハゲがありました。ハゲていったのではなく、生まれてからハゲていたので 

す。後頭部にあったハゲ。恥ずかしくて、中学生の時スポーツ刈りがはやった頃、髪の毛を短くし

た時があったのですが、その時以外はずっと髪の毛を伸ばしてハゲを隠してきました。 

そのハゲは、10円玉が２つつながった様なかたちをしていたらしい。自分の目で確かめる事が出

来なかったので、らしいとしか書けません。昔、「いとはんと丁稚どん」いう大村昆の喜劇があっ

たのを覚えておられる方はイメージ出来るでしょう。あのような、ハゲが存在していました。その

ハゲは、毛が抜けたハゲでなく、皮膚がこびりついたようなもので、表面がブツブツし、しょっち

ゅう痒みをおびていました。 

僕は、脳性小児麻痺という障害をもっています。いわゆる、せき髄性小児麻痺(ポリオ)は、病源

菌がせき髄神経を侵し障害をおもに下肢にもたらします。しかし、脳性小児麻痺は生まれる時、あ

るいは生まれた後のいろんな原因で障害が残るのです。黄疸とか、赤ちゃんが充分空気を吸う事が

出来なかったために、脳の運動神経細胞が侵されるのです。したがって、全身性の障害が残ってし

まいます。僕の場合はおもに右足の尖足で、踵が地につきません。言語障害もある、手もふるえ

て、細かい仕事はむりで、字を書いたらむちゃくちゃ汚いです。たまに自分でも読み返したら、判

読不能の字もあります。 
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そんな障害を持っていたので、僕は養護学校（今でいう特別支援学校）に通いました。養護学校

は肢体不自由の子どものためにつくられた学校で、その当時は小学部、中学部で 100人くらいしか

在校していませんでした。 

その養護学校の上級生の人中にも、僕と同じようなハゲを持った人がおりました。その人も脳性

小児麻痺だったので、僕の脳性小児麻痺の原因はこのハゲなんや！と納得したのでした。このハゲ

のところが赤ちゃんの時、脳に悪い影響をあたえたのに違いないと思い込んでしまったのです。 

みなさんは初めて聞くかもしれませんが、養護学校には普通校にはないカリキュラムがありまし

た。機能訓練の時間です。障害を少しでも改善しょうという時間割です。週に４時間ほどあったと

記憶しております。言語障害の子は、ろうそくの火を消したり、チューインガム噛んだりの訓練で

す。ぼくも最初はそれをしていました(楽でよかった)が、足の膝裏の筋肉を伸ばす訓練になってし

まい、痛いから嫌でいやでたまりませんでした。 

養護学校の時から、ハゲをからかわれていたのは当然のこと。ハゲを隠すために髪をのばしてい

ました。その頃グループ・サウンズが全盛で、長髪も流行っていたのが少しのなぐさめです。でも

ハゲはいやだ。足が悪くて、歩くマネされるのもつらいが、このハゲは隠しておきたかった。そし

て、ながく伸ばしたまま時は流れます。 

わたしが 40歳の時、じんましんになりました。病院に行って皮膚科の優しい女医さんに、この

ハゲのこと相談してみようと思ったのです。いままでいろんな病気で病院に何回も受診したけど、

「この汚いハゲがなんとかなるだろうか？」とはじめて頭にうかんだ瞬間でした。 

皮膚科の診察室で、ぼくはドクターに聞きました。「先生、ぼくの頭にハゲあるんですけど、治

りますか？」 

ドクターが、「どのようなものですか？」 

「はい、こんなんです」 ぼくは、ドクターの方へ後頭部をむけてハゲを見せました。 

ドクターはあっけなく、「わかりました。手術してとりましょうね」 

「へっ！？どうやってとるのですか？」 

「母斑の皮膚を切り取って縫い合わせるだけです。30分位で手術も終わります」 

「植毛とか、脳性麻痺の原因やからややこしいちゃいますの？」 

「脳性麻痺とは全然関係ありません。第一、ハゲのところは頭蓋骨の外側です。こういう母斑はよ

くあります」よく！ あり！ ます！ 

40年間悩み、苦しんできたハゲは、ドクターの一言で解消されたのです。恥ずかしい、はずかし

いと思ってきたハゲが 30分で消えてしまうのです。養護学校の教師は、障害児教育のプロなのに

教えなかった！ それどころか、校医と一緒になって足の手術をさせました。あんな意味のない手

術するより、ハゲ治してくれてた方がおれの人生もっと明るくなってたんじゃあ！ いままでの生

活の中で、誰かが「皮膚科行って相談すれば」って教えてくれていれば、おれは３秒で解決した悩

みを意味もなく 40年間抱える事もなかったのです。 

こうしてハゲ（母斑）の切除手術は、徳永英明の CDを聴きながら 30分で終わり、気楽な１週間

の入院生活の後、わたしは頭を丸坊主にしました。いまの後頭部の傷を見て、みんなは子どもの頃

やんちゃして頭をけがしたと思うでしょう。 
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山歩きの記⑳  七種薬師・地獄鎌尾根を登る 

                         室田 正則 

 

昨年（2016年）11月に友人に誘われて姫路北部

にある七種薬師（なぐさやくし、616ｍ）を「地獄

鎌尾根」から２度登った。初回は２人で山頂から

東尾根を下山し、2回目は 4人で十字峰から西尾根

を辿って下った。いずれも登りは「地獄鎌尾根」

登りから始まった。先ず牛舎が延々と並ぶ道を、

牛達の糞尿がプンプン充満する中、その匂いにじ

っと耐えながら歩いて、明王池の堤の東詰に着い

た。そこが登山口であった。 

 「地獄鎌尾根」という小さな板切れが木にぶら

下げてあっただけで、その先は道らしいものが全

く無く、しかも行き成りの急登である。     

目印のテープも無く、僅かにしかも微かに残る

足跡を頼りに、山カンと体力で登り始めた。稜線      竜の背のような痩せた地獄の鎌尾根 

に出てふた山程越えた後、スリル満点の「地獄鎌尾根」が待っていた。その名が示すように＜竜の

背のような痩せ尾根＞である。友人はそれが「面白い」と言う。右側は滑り台状の岩の急斜面なの

で、バランスを失えば転倒し命が無い。私は＜必死のパッチ＞である。続いて標高差約 30ｍの鉄平

石を積み重ねた大岩壁があった。無我夢中で岩にへばりつきながら登った。やがて「地獄の底覗

き」と書いたプレートがぶら下がっているところに着いた。覗けば本当に地獄に落ちそうで、とて

も覗く気にならなかった。 

 十字峰より七種薬師の頂上に登る途中の稜線から秀麗な明神山（山蛭の名所。ヒルに襲われ血を

吸われて大騒ぎしたことがある）が遠くに眺められた。また後ろを振り返れば鎌尾根の東面が垂直

の岩壁になっているのが、頂上からはっきりと分かり、こんなすごい岩壁の上をよくぞ登ってこら

れたものだと我ながら不思議に思う程であった。西尾根からの下山コースは奇岩・ゴリラ岩の辺り

で道を失ってしまったので、正式ルートから大幅に外れた下山となった。それでも一同大いに満足

出来た登山となった。 

 以上が「地獄」の鎌尾根の話であるが、次のことは真に「苛酷な地獄」である。今の南スーダン

での陸上自衛隊がその新任務とする所である。昨年 11月 30日ＮＨＫは（テレビで）22時から「ク

ローズアップ現代＋」という番組で「主力部隊南スーダンへ 自衛隊新任務は」というテーマの特

集を放送した。現在の南スーダンでは、キール大統領派のディンカ族とマシャル前副大統領派のヌ

エル族などの部族戦争になっていることや、この放送より「３年前、自衛隊の宿営地に流れ弾が飛

んできそうな場面があって、自衛隊員たちは銃に弾を込めていた」という。そしてその際「部隊の

撤収も考えられていた」と報じた。そのような南スーダンへ武器を携えた第５普通科連隊（11次

隊）が日本を出発し、隊員たちが家族と別れるシーンが私の印象に強く残った。とりわけ子どもが
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泣いているのを見て必死に涙をこらえている隊員の姿とおよそ 70余年前の我が家の体験がオーバ

ーラップする。 

1941年 12月日本軍がハワイの真珠湾を攻撃した時、私は生後８カ月であった。母親の回想によ

ると、その後出征する父親を見送った時、私は母に抱かれて泣いていた。隣組の人たちの「バンザ

イ‼」という歓呼の声を聞き、日の丸の旗が激しく振られるのを見て「腹が立った」と母は私に語

ったことがあった。祖父はどうだっただろうか。祖父梶太郎は祖先が江戸時代姫路藩の武士で船手

組に代々任官していた（船手組＝初代藩主池田輝政が創設した水軍）ことをとても誇りに思ってい

たので、我が子に別れる際、あの人のように短刀を手渡したかもしれない。 

＜生きて還ると思うなよ／白木の柩が届いたなら／出かした我が子 天晴れと／お前を母は褒め

てやる＞は古賀政男作曲の「軍国の母」の一節である。（日中戦争が勃発と同時の 1937年日活映画

「国家総動員シリーズ」の主題歌として企画・発売された。）この「軍国の母」は『戦争が遺した

歌』（長田暁二著、全音楽譜出版社）に収録されている。この本を佐高信氏は 1つのエピソードを

まじえて「歌が明かす戦争の背景」として巧みに紹介している。（前述の「あの人」というのはこ

のエピソードに登場する「私が息子を殺した」と慟哭したという母親のことである。）それによる

と、戦争中に軍人一家の長男に嫁いだある女性が３人目に息子を産んだ。その息子を胸を張ってス

パルタ教育をし、息子は特攻を志願した。その時、彼女は息子に短刀を手渡した。つまり＜捕まり

そうになったらこれで死ね＞ということである。そして息子は戦死し、２通の遺書を残していた。

検閲を受けたものと、生き残った仲間が届けたものであった。後者には「僕はただ黙って母さんに

抱いてほしかっただけなのです」と震えるような字で書かれていた。その遺書を読んだ母親は「私

が殺した。私が息子を殺した」と慟哭した。 

私の父は無事生還できたので、祖父はこの女性のように「88歳で亡くなるまで、南方の島々を旅

しては特攻の残骸に手を合わせる日々を送った」ということはなかった。長田暁二氏は「『軍国の

母』の歌詞は＜こころ置きなく／祖国（くに）の為／名誉の戦死／頼むぞと…＞と建前では述べて

いるが本音は我が子の無事を願わない母親は皆無だった」と証言している。世の父親もそうだった

ろう。 

ところが、オバマ政権の最後の国連大使パワーが退任前の記者会見で南スーダンのＰＫＯは「最

悪の状況だ」と述べた。米国は南スーダン内戦が「ジエノサイド（民族大虐殺）」に発展すること

を懸念しているのだ。このような内戦に巻き込まれれば自衛隊員に死傷者が出るのは必然である。

（もしそうなればと問われて、２月１日の衆院の予算委員会では安倍晋三は「辞任の覚悟を持たな

ければいけない」と口先では言ったが）実は安倍政権はそれを待っているのだ。自衛隊員の身を守

るための先制攻撃が出来ずに死傷者が出るのは憲法 9条があるからだという論法で、改憲の口実を

作ろうとしている。このままだといずれ南スーダンで、日本は武器を使用し、戦闘（戦争）へと進

んで行くことになる。こうして自衛隊員の母親たちは我が子の無事を願わなければならなくなった

のである。そして、「ナチスの手口」を学んだ麻生太郎や安倍晋三によって我々は地獄へと落とし

込められようとしている。1930年生まれの長田暁二氏は＜侵略を仕掛けたり、戦争を指示した軍

人・官僚・戦闘の参謀者達は、爆弾や弾丸が飛んで来ない安全な所にいて、一般の善良な国民に

「お国のために」「聖戦完遂」の屁理屈を付けて、死地に駆り立てた＞と言っている。 
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 私が子どもの頃、映画館の銀幕に白馬に跨って颯爽と登場する鞍馬天狗に惜しみなく拍手を送っ

たものである。この鞍馬天狗に扮する嵐寛寿郎は 1942 年から 1945 年の半ばまで内地と戦線を往

復して慰問の巡業をした。その際奉天で寺内元帥の官舎に泊まった。その夜、ちがい棚の上の手文

庫の中に春画があるのに気付いた。＜どんな重要書類かと思ったら、ポルノやおへんか＞と思った

アラカンこと嵐寛寿郎は戦争について、シビアにかつ本質をついて言う。＜戦争こんなものか。

“王道楽土”やら言うてエライさんは毎晩極楽、春画を眺めて長じゅばんとオメコして、下っ端の

兵隊は雪の進軍、氷の地獄ですわ。慰安所で朝鮮ピー抱いとる。現地の女たち強姦するのもおりま

すわな。その原因が、まさしくこれや。戦争あきまへん…＞と。（＊朝鮮ピー＝戦時中、朝鮮人慰

安婦はこのように蔑称された。）（竹中労著『鞍馬天狗のおじさんは 聞書きアラカン一代』） 

やはり兵隊にとって戦争は地獄なのだ。 

  ＜殺すなかれ 殺さるるなかれ 薺
なずな

打つ＞ （長谷川擢） 

     本の紹介㉔ 『詩の中にめざめる日本』 

（岩波新書 1966 年初版）                竹田 雅博    

     

トランプの登場、新自由主義・グローバリズムとは何か、資本主義経済は行き詰っているのか、

成長し生き延びているのか。民主主義とは、立憲主義とは？辺野古は？と新刊本は数多く出てい

る。が、なかなか新しい本に挑戦できず、もともと弱い読解力も減じるばかり。むかし好きで読ん

だ古い本は、何となく頭から出てくる。「温故知新」ということもある、ご容赦を。たぶん絶版、

神戸学生青年センターの古本コーナーで見つけた。 

今年、友人からもらった年賀状に「もう何日も歩きつづけた 背中に銃を背負い… この道はど

こへ行くのだ だが武器は軽く おお 間違いだ おれは手に三尺ばかりの棒片を掴んでいるにす

ぎぬ」（『空想のゲリラ』）という黒田喜夫の詩が引用されていた。黒田喜夫も、この本で知っ

た。 

1966 年初版、編者は真壁仁。「これは詩の本である。けれども、すぐれた作品、文学的な高さ

を示すような本ではない」「大衆から、民衆へ。民衆の想像力。民衆からことばを奪ったのは誰だ

ろう。民衆が対話をやめ、つくりだすことをやめたのはなぜだろう」「けれども民衆は沈黙を破

る。じぶんでためしはじめた」（序文「民衆は詩人である」より）とある。 

アメリカ大統領がツイッターで「もう一つ事実」などと、平然と拡散させる時代。ネット社会

についていけない者の繰り言といわれるのを承知の上で序文を読むと、決して古くない。というよ

りも、なぜ 50 年もの間に私たちは「ことばを失って」きたのか、という思いを強くする。「民衆

はことばをとりもどす。じぶんでためしはじめる」ことは、いま求められている。「（私が）いい

な」と思う詩ばかりが収録されているわけではないが、前述の黒田喜夫のほか「有名」、無名いく

つか紹介してみたい。 

映画『男はつらいよ』の定時制教師役で松村達雄が教室で読んだ、若い国鉄労働者の詩『便所

掃除』～「キンカクシのウラまで丁寧にふきます」。『惣七家出一件』～「杉村百姓惣七儀 御年

貢未遂つかまつり 恐れ入りかしこみ奉候 家財召上げ入札 古鍋一つ 古味噌桶一つ 古箕一つ 
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古小便桶一つ 古たらい一つ 古莚五枚…」。樺美智子さんを追悼する～「貴女がもう笑えないか

ら 貴女がもう怒れないから 貴女がもう嗚咽できないから…私はまっすぐ踏みしめるのだ」も、

日教組のスローガン「教え子を再び戦場に送るな」になった竹本源治「戦死せる教え児よ」もあ

る。 

『日本人の死』～「おれは日本人の死をノートに記録する 福岡吉熊炭鉱落盤４名死亡 川鉄

千葉ボイラー内のガス爆発４名 日炭高松炭車にはさまれ１名即死 富士鉄広畑鋼板の下敷き１名 

日本精工ドラム缶爆発１名 北炭 209 名 161 名 42 名…」。いまの過労死、パワハラ、いじ

め、うつ発症、原発被曝は、どうか。 

栗原貞子が占領軍の目を逃れ八島藤子の筆名で詠んだ『私は広島を証言する』に、編者は「百

千の資料より一篇の詩のなかに、被爆の形象と生きた声を感じとる」と書いている。『無題』小学

校６年、佐藤智子～「よしこちゃんがやけどでねていた とまとがたべたいという お母ちゃんが

かいにいっている間に よしこちゃんは死んだ いもばっかりたべさせて ころしちゃったねとお

母さんはないた わたしもないた」。『原子力を農業生産に』～「その偉大なエネルギーは 台風

の進路さえ変えるという 農民はどんなに喜ぶだろう 放射能の物質を利用して研究すると 農業

生産のために使える… 食糧生産のためにこそ原子力を…」。朝から暗くなるまで働き詰めだった

当時の農村を知る私には、つらい。編者も「若い農業技術者の願望を、稚いと笑いすごすことがで

きようか」と書く。しかし、その素朴な「科学主義、科学信奉」は、今日にいたる間違いだったの

だから。 

茨木のり子の愛と闇。本書ではないが、晩年の詩集『倚りかからず』は、詩集にはめずらしく

ベストセラーになった。「もはや できあいの思想…宗教、学問… もはや いかなる権威にも倚

りかかりたくない ながく生きて 心底学んだのはそれくらい 倚りかかるとすれば 椅子の せ

もたれだけ」。 

最後に紹介、大江満雄『あの人たちの日本語を杖にも柱にもするな』～「わたしは日本語を疑

う きがねして…内にひねくれて 表裏のある日本語 ゴウマンで空疎な日本語 圧迫してはじな

い 圧迫されてはじない日本人の日本語 いつであったか あの外国人の日本語には ういういし

い平等感があった あの人たちの日本語を 杖にも柱にもするな」。  

書き終えたところに夕刊が届き、新刊紹介欄に『崩壊するアメリカの公教育』（岩波、1944

円）があった。「自由に学校が選べる」という学校選択制、教育界に市場原理が浸透。「教育格差

は、市場型教育改革の帰結だ」とある。次号にどなたか紹介、投稿をお願いしたい。 

  共同代表・運営委員（2017年２月 28日現在） 

有賀 美晴・ 石塚 健・市村 善之・岩野 政樹・梶原 義行 

・    河島 完治・佐藤 三郎・嶋谷数博・島村武史・竹田 雅博・田中寿一 

長瀬 春代・室田 正則・師岡 百合子・門永 秀次・吉岡 治子 

    連絡先  石塚  健 (Ｅ-Mail) t-ishizuka@comet.ocn.ne.jp (Tel) 090-1021-9885 

        梶原 義行 (Ｅ-Mail) k_peace8436@yahoo.co.jp 
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  素描「兵庫を歩く」㊲ 

           嶋谷 数博 

姫路駅の西南２キロの小高い丘一帯に手柄山中

央公園がある。かつてこの公園と姫路駅を結ん

でモノレールが走っていた。1956年（昭和 31

年）から８年の歳月をかけて姫路城の大改修

（昭和の大修理）が行われたが、その完成を祝

って 1966年に姫路大博覧会が開かれ、メイン

会場であったこの手柄山公園までの 2キロ弱の

区間、お客を運ぶ交通機関として姫路モノレー

ルが建造された。博覧会のために建造されたも

のだから、それが終わってしまえば利用者は激

減。莫大な借金を抱えてわずか８年の営業運転

で廃線の憂き目に。残った高架の橋脚が長く        

おとぎの国のお城のような「スリラー塔」       奇観を呈し続けてきたが、昨年唯一の中間駅が

あった 10階建てのアパートのパートの解体が決まり、橋脚も姿を消すのであろう。当時の車輛

は終点の手柄山駅を包含してできた水族館の建物の

中に保存、展示されている。また、この手柄中央会

場のテーマ塔として造られ、この公園のシンボル的

存在で、食事を楽しみながら姫路市街をぐるりと

360 度眺望できた回転展望台も近々取り壊される予

定とか。ロックガーデンに囲まれた西洋のお城風の

建物のスリラー塔も当時のパビリオンの名残り。お

祭り騒ぎが終わってしまえば、陰りが来るのは全国

各地に見られる現象でここも同じか。姫路を訪れる

観光客には平成の大改修で白く化粧直しが終わった

世界遺産・姫路城だが、市街地を離れたこの公園は

スポーツや憩いの場所として市民が親しむ場所とな

っている。流れるプールやジェットコースター、観

覧車などがあって子どもや若者で賑わった遊園地も

リニューアル工事の真っ最中。丘には水族館、全国

戦没者慰霊塔、平和資料館、温室植物園などがあ

り、周囲一帯に体育館、陸上競技場、野球場などの

スポーツ施設や文化センターなどが集中して在る。回転レストランだった公園のシンボル塔の回転展望台 

         

 姫路・手柄山中央公園 


