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N0.５７                    ２０１９年９月１７日（火)  

エイサーから見る 

沖縄・琉球の翳り 

富樫 守  覚書（２） 

旧盆が終わってもエイサーの音

が聞こえます。エイサー祭りがあ

るからです。沖縄の夏の風物詩は

エイサー。盆の最後の日、祖霊の

魂を送る日をウークイと言います

が、エイサーの踊り手は集落の拝

所に集まり、踊りを奉納したの

ち、各家を周ります。道ジュネー

といいます。この道ジュネーが特           

平敷屋エイサー                             徴の一つです。                              

エイサーは戦後、集落の団結を、あるいは散り散りになった集落民のつながりを確かめるためにい

ち早く復活させるところがありました。我が集落は収容所から帰って戻された時、かなりの部分が

嘉手納弾薬庫の中、その後も米軍の基地拡張に伴い、さらに西側の旧読谷飛行場に近い場所に追い

出されました。拝所は基地の中です。だから、エイサーは公民館の広場で踊り、その後、道ジュネ

ーをします。 

東洋―の広い米軍基地のある嘉手納町の千原集落は、収容所から帰ってくると、集落はまるごと

基地に取られ、住民は割当てられた土地では狭く、散り散りになりました。そこで集落民を繋げる 

                                  （２面に続く） 
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ためのエイサーが復活したところです。この千原エイサーの出発は基地のフェンスの中にある拝所

からです。この日は特別に基地の中に入れるのです。エイサーにも基地が影を落としています。 

エイサーの起源は 1602 年から 3 年ばかり琉球に滞在した浄土宗の僧侶、袋中上人が念仏踊り教

えたと言います。袋中上人は岩手の人、52 歳で、仏法を求めて明に行こうとし、琉球までやって

来ました。しかし、渡航かなわず、1609年の薩摩の琉球侵略前に京都に渡り、壇王法林寺などを

造り、88 歳で入寂しました。京都では、薩摩に捕えられ、江戸に連行中の尚寧王より親筆の賛辞

と肖像画を送られています(法林寺蔵)。 

琉球の仏教伝来は日本に比べると遅く、13 世紀、浦添にいて全島を支配していた英祖王の頃

(1260～99)です。国籍不明の禅鑑という僧侶が浦添に極楽寺を建てたのが始まりと言います（『琉

球国由来記』）。仏教の全盛期は尚真王（1477 年即位）時代。その後、薩摩の侵略があり、薩摩

は一向宗（浄土真宗）を禁制にしました。浄土宗も制限が加えられたと思います。そのためか沖縄

には仏教の影響は弱いのです。 

たぶん、エイサーの誕生は真宗が解禁される琉球処分のちょっと前ぐらい。その頃のエイサーは

手踊りです。北部にはまだ残っています。百年とも２百年続いているともと言われる平敷屋のエイ

サーも、白い襦袢に白いステテコの上に、袖を折り曲げた黒い着物を着て、頭には手拭い(ティー

サージー)で、素足の出で立ち。パーランク―という裏張りがない小さな太鼓を叩くのみで、飛ん

だり跳ねたりしません。つまり遡れば質素な盆踊りなのです。それが今日の華やかなエイサーにま

で発展します。エイサーの語源はエイサーという囃子(ハヤシ)の部分から来ています。エイサーで

歌われる曲の定番は「仲順流れ」です。仲順(ちゅんじゅん)とは集落の名であり、そこを治めた人

物の名です。「仲順大主(うふぬし）は孝行息子３名が居て果報者」との内容を歌います。この仲

順大主は、義本王を匿ったという伝承がある人物。義本王は即位の翌年から飢饉や疫病が起き、そ

れは自分の不徳から来るものだと恥、位を上述した英祖王に譲り、島々を放浪していたと言われま

す。 

今の政治のトップとは大違いなのですが、それはともかく、民族学では「王殺し」のテーマの範

疇に入ります。フレイザーの『金枝篇』によりますと、「王がその義務を果たせなくなるや否や、

人々がそれまで彼に惜しみなく与えてきた保護や献身や宗教的敬意は、たちまちにして止み、憎し

みと軽蔑に変わる。屈辱的な廃位を被り、殺されずに逃亡できればありがたいほどである。」とい

うことなのです。義本王は自らの非を悟り放浪したのです。政治のトップが自ら悟るというのが良

いのですが…。 

エイサーにもどしますと、華やかになって行くエイサーは今後、仏教というしばりから自由にな

り、舞ではなく上下に躍動する踊りが中心で、無意識に服装は想像上の南方風に、そして踊り手の

集団が原始の神々の姿になって行くのではと思ってしまいます。 

 

富樫 守〈とがし・まもる）1942 年神戸市生まれ。両親は沖縄出身、旧姓・渡嘉敷。大学卒業後、教員に。沖縄復帰

前の 71年、沖縄に帰り琉球大で民俗学を学び、高校社会科教員を務める。定年退職後は子ども会活動や平和ガイドなど

ボランテティア活動。辺野古新基地反対を訴え、現地と兵庫を行き来している。読谷村在住。 
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「夢見ていた学校の先生には、なりません」 

～ある教職を敬遠する大学生のことば～ 

石塚 健 

 

９月 1 日付の朝日新聞は、１面に「教員志願者続く減少 倍率低下 質に影響懸念も」との見

出し、25 面に「いい先生、どう養成」、28 面には「先生目指していたけれど…」と三つの大きな

記事を載せた。これに先立つ８月 26 日から５回連載で「教員組合は、いま」という連載記事を載

せている。元教職員の一人としてこれらの記事に関する感想を述べてみたい。 

 

朝日新聞によれば 19 年度の教員採用試験に

ついて 47 都道府県と 20 政令指定都市を対象

にアンケートを実施し、受験者数や採用人数を

聞いたところ 19 年度の受験者は小中が計９万

7680 人で 18 年度より 7783 人減った。一方 19

年度の小中の採用者数は計２万 6433 人で

2511 人増えた。採用試験の競争率は 18 年度、

小学校が約 3.2 倍、中学校が約 6.8 倍だった。

ここ数年の受験者の減少の理由は民間の就職状

況に「人手不足」がある上、教員の長時間労働

が問題になっていることなどが影響していると

みられる。この事態に教育委員会側は、「望ま

しい人材を確保する上で十分な倍率といえず」

「教育の質に影響が出かねない」と懸念してい

るという。 

学校が「ブラック職場」であることが知れわ

たり、教職を敬遠する大学生が増えていく一

方、教員の採用人数は増加が続き、何とか人材

を確保しようと各地の教育委員会は採用のあり

方を見直したり、教職の魅力をアピールしたり

している。はたしてこのような入口を広げるだ

けの努力で「いい先生」が集まり、「ブラック

職場」が「魅力ある職場」に代わるのだろう

か。 

そもそも学校を「魅力ある職場」から「ブラ

ック職場」に変えてきた元凶は誰だろう。「日

本国憲法の理想の実現は、根本において教育の

力にまつべきものである。」（教育基本法第１

条）とうたわれた「教育」をことごとく破壊し

てきたのは歴代自民党政権であり、とりわけ安

倍政権である。安倍政権の教育政策の根本にあ

る新自由主義と歴史修正主義が混然一体となっ

て、学校を「魅力ある職場」から「ブラック職

場」に変えてきた。 

「ブラック職場」は、教職員だけでなく子ど

もたちにとって楽しく生き生きできる場所では

ない。意図したものかわからないが、同じ９月

１日付けの朝日新聞は７面では不登校生徒に向

けて「居場所きっとあるよ」とよびかけてい

る。 

教育学者・藤田英典さんは『誰のための「教

育再生」か』のなかで安倍政権に対して、ただ

ちに中止すべき施策として、①全国一斉学力テ

スト、②教員免許更新制、③教師の階層化、④

寛容なき厳罰主義、⑤国家による教育統制の強

化を、見直すべき法律や施策として、①06 年

教育基本法、②教育の市場化・学校選択制をあ

げている。これらが子どもと教育の未来に対し

て責任を持つ人々の協力によって少しでも実行
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されれば、学校は「ブラック職場」から「魅力

ある職場」に変わっていくだろう。 

次に『教職員組合はいま』（『朝日』夕刊）

という連載記事について少々。現在、日本には

大きな教職員団体は三つある。その一つは日本

教職員組合（日教組）約 23 万人、二つは全日

本教職員組合（全教）約３万６千人、三つは全

日本教職員連盟（全日教連）約１万９千人、そ

の他東京、大阪などには数は少ないがユニーク

な教職員組合がある。 

最大組織の日教組で組織率が 23％ほどだ。

いま三つの組織は共通した課題と悩みをかかえ

ているという。課題は、学校での長時間労働を

どう改め、「働き方改革」を学校でどのように

進めていくか。悩みは、どうすれば若い人が組

合に目を向けてくれるかだ。各組織それぞれに

新しい取り組みを行っているが、成果は今一つ

上がっていない。これらの問題については、い

ずれ別に論じたい。 

 

日本は韓国・朝鮮と戦争をするのか 
これは 99パーセントありません 

しかし、あと１パーセントは安倍政権の出方によってはあるかもしれません 

梶原 義行 

 

徴用工問題を発端にして             

安倍政権は徴用工問題をはじめにして、これまでより

一層韓国敵視政策を進めています。徴用工問題は日韓請

求権協定＝1965 年に日本政府・佐藤栄作首相と韓国政

府・朴正熙大統領の間で、それぞれの利権上妥結したも

のです。ところが戦前に行って来た日本政府の朝鮮に対

する侵略行為は、そのようなことで終わることができな

いものです。ようやく韓国民衆レベルで過去の日本の戦

争責任を追及する段階になってきました。 

 

日本は戦後責任を果たしていない            韓国ろうそく革命 

ところが、安倍政権は日韓請求権協定ですべて戦後責任は果たしたと言って譲りません。 

そして韓国に対して報復的に輸出規制・経済制裁を科しているというのが現状です。 

安倍政権のこのやり方が承認されるなら、ますます日本と韓国の関係が悪化してきます。 

 

東アジアが平和な地域になる先駆け＝ＧＳＯＭＩＡ破棄 

東アジアが韓国と朝鮮の間で行われた南北首脳会談、アメリカと朝鮮の間で行われた米朝会談を

通して朝鮮戦争を終結し平和な地域になろうとしています。 
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先日韓国が発した、GSOMIA（軍事情報協定）の破棄は米韓日の三角軍事同盟から脱却の始まり

であり、これは大いに歓迎すべきことです。 

今、安倍政権はマスコミを使って、文在寅が悪い、というキャンペーンを張っています。悪いの

は安倍首相です。ですから韓国では「NOアベ」と 10 万人集会が起こっています。遅ればせながら

日本でも「NO 安倍」、「日韓険悪、安倍が悪い」といいましょう。安倍政権は戦争責任を果たせ、

韓国を敵視するな、その立場で韓国と対等に話し合いをしなさい、と言いましょう。 

                  

戦後も日本は朝鮮半島の窮状を餌にして生き続けていることを知りましょう 

日本は戦後も韓国・朝鮮の窮状をいいことに甘い汁を吸ってきました。朝鮮戦争で日本は戦後復

興を成し、朝鮮半島の南北分断体制の苦しみを見て見ぬふりをし、朝鮮民族の苦しみを我がことと

考えることなく、安穏として暮らしているむきがあります。その反省に立って今の日韓関係を見る

と安倍政権のような朝鮮敵視政策、経済制裁などは考えることができないものです。再び言いまし

ょう、日韓険悪、安倍が悪い！と。 

人間の根源に対立する核～核兵器、原発廃止を一体の運動に～ 

      「８・６ヒロシマ平和の夕べ」で、河合弘之さん 

 

今年も暑かった８月６日、「ヒロシマ平和の夕べ」に参加した。毎年、ヒロシマ・ナガサキを継

承し核廃絶へ向き合う集まり。参加者は全国に広がっており、約 270 人。前日５日は高砂、加古川

からの 10 人ほどの方に平和公園を案内した。私は「公式ガイド」ではない。1945年生まれなので

「戦後・被爆何年」と言えば、私の歳になる。それで 18 歳まで広島で過ごした。「中学生のころ

まで『銀行の石段の人影』はそのままあった」、折鶴の像「佐々木禎子さんが白血病で亡くなった

のは、ぼくが４年生のとき」というような体験的な案内である。 

                        「反核、反原発は共同していこう」と河合さん  

「平和の夕べ」での被爆体験、証言は切明千

枝子さん（89）。切明さんは「15 歳、女学校

３年のとき 1.5 キロで被爆。ようやく宇品にあ

った学校にたどり着く。爆心地に近い所で作業

をしていた下級生が、瀕死の重傷を負って学校

に帰ってくる。彼女らは次々に死んだ。校庭

で、この手で焼いた」と、両手のひらを見つめ

た。中国、アジアへの戦争。宇品から出港する

「兵士と馬」を見送った。「二度と戦争をして
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はならない」と訴えた。数万人が即死、数万人

がその後苦悶のうちに亡くなった原爆がどのよ

うなものか、その後を生きてきた被爆証言だっ

た。 

沖縄からは、高里鈴代さん。沖縄で基地・軍

隊により、これほど人権が蹂躙されていたと

は。何人もの女性が米兵にレイプされ、命を奪

われ捨てられる。何度抗議しても、米軍、米兵

は日米地位協定に守られている。国民を守る義

務を負う政府に手を振り払われた沖縄。その沖

縄に、さらに新基地建設を押し付ける。まっと

うな政治はない。反戦の最前線であるととも

に、安保体制という戦後日本のあり方を問う沖

縄が語られた。 

子ども脱被ばく裁判にとりくむ現状を報告し

た水戸喜世子さん。福島から京都に避難してい

る高校３年生の阿部ゆりかさんは、水戸さんと

いっしょに韓国の若者と１週間交流した。「ひ

とりの力は小さいが、声を上げ、国を動かすこ

とができるという韓国の若者に感銘を受けた。

私も負けない。原発事故で失ったものは多いけ

ど、得たものも大きい。支援してくれる多くの

人たち、今ここにいるみなさんとつながること

ができた」と話した。このような若者の行動こ

そ、社会を、世界を変える力となる。イタリア

で反原発にとりくむ人たちも参加していた。 

平和講演は、脱原発弁護団全国連絡会共同代

表の河合弘之さん。原発裁判の傍ら、原発の危

険をテーマに映画『日本と原発』シリーズ製

作、世に広めている。気概あふれる語り口で、

原発や核についてわかりやすい講演だった。

「いまだけ、金だけ、自分（の会社）だけとい

う政府、電力会社、経済界、マスコミも含めた

“原子力ムラ”の利権構造だ。貯蔵している核

燃料を消費したい電力会社と経済界、核兵器開

発の道を保持しようとする政府。彼らは福島原

発事故を“なかったこと”にしようと企ててい

る。『事故は収束している。放射能は危険でな        

い』とごまかす。金儲けと権力を持つ者たち

が、より多くの利権を求め飽くなき欲望に走

る。ここまで歪つにされた日本の社会を変える

ために、反核運動と反原発運動は一体に運動し

なければ」と力説した。河合さんは『原発訴訟

が社会を変える』の著書もある。「核兵器は人

間の本性に対立する。ヒロシマ（ナガサキ）は

原爆の悲惨、核兵器廃絶を訴え続ける権利と義

務がある。どちらもかならず止められる。私

は、原発を止めるために生涯をかける」と声を

大にした。 

ちょっとサプライズ。講演のあと水戸さんが

河合さんに「ノーベクレル賞」を手渡すと、河

合さんはやや緊張、照れ気味だった。毎年参加

している電車内被爆者・米澤鐵志さんが「今

年、INF（中距離核全廃条約）が破棄された。

この深刻な事態に立ち向かっていかねば。核兵

器禁止条約に参加しない安倍政権は犯罪者に等

しい」とまとめた。ヒロシマ、沖縄、福島から

「反核、反基地」を発信し、参加者が受けとり

持ち帰り行動する。そういう意義ある３時間で

あった。         （竹田雅博） 
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〔投稿〕 日本の人口減少と過疎 
                        大島 秀夫（元全逓労働者） 

                

表題とは全然関係のない話から始めます。ぼくは、脳性マヒで手足が不自由です。 

京都の養護学校に通っていました。養護学校の小学部４年生になると、京都肢体不自由児協会が

主催する療育キャンプに参加できるようになります。琵琶湖畔にある YMCA が所有するキャンプ

場に夏休み（４泊５日ぐらいだった）に遊びに行けるのですね。クラス(20 人くらい)のほとんどの

子は参加していました。 

９歳ぐらいの子どもに肢体不自由児協会と YMCA の区別がつく訳もありません。YMCA がキリ

スト教系団体というのは親から教えてもらっていましたが、肢体不自由児協会が行なっていたキャ

ンプやその他の催しはみんな YMCA がやっているものだと思っていました。ぼくのこころに、キ

リスト教は優しいなあという気持ちがずっとありました。 

高校の時、聖ヨゼフ整肢園（重度障害児の療養施設）で皿洗いのアルバイトをしました。「クリ

スチャン系の病院やから、足の悪いワシでも断られんやろう」と思って申し込んだんです。結果、

こころ優しかったシスターはぼくを雇ってくれました。 

ぼくが大阪で働いていた職場のごく近くにプロテスタント系の教会がありまして、そこでぼくた

ち夫婦の結婚式を挙げました。聖書のお話など牧師さんから伺いました。アホなぼくは牧師さんに

「結婚式は日曜の午前中がいいんですけど」とお願いしたら、牧師さんは優しく「日曜の教会の朝

は礼拝があります」と教えてくださいました。 

今の日本のクリスチャンは約 100 万人（間違っているかも）だそうです。これは人口比率からい

うと江戸時代の信者数より低いのだそうです。個人的にも、今まで出会った宗教に入っている人の

中では創価学会の人らが一番多かったと思います。ぼくの加入していた労働組合でも、組合員の中

で学会員がダントツでした。このように信者数は絶対的に少ないキリスト教ですが、印象としては

博愛、犠牲というイメージがすごく強いですよね。 

ところで、日本は江戸時代に長く鎖国をしていましたし、キリスト教も禁止されていましたか

ら、明治になってから日本にやって来た欧米のキリスト教の宣教師たちは、隠れていたキリシタン

の存在にびっくりしたそうです。世界史的にも 200 年以上「潜伏キリシタン」となってキリスト教

を存続させてきた事は驚くべきことだそうです。無信心のぼくには想像できない信仰心の篤さで

す。ぼくの個人的な事はどうでもいいのですが、世界的にも貴重な「潜伏キリシタン」の集落が世

界遺産に選ばれたのは「よきこと」だと思います。 

６月の下旬に熊本地裁に是非行かねばならない判決がありまして、その前日に天草へ行ってみよ

うかという話に夫婦でなりました。今年になってから加賀乙彦、遠藤周作、立松和平の本をよんで

いたので、おかぁが気を利かせてくれたのです。それに熊本は、ぼくにとって非常に縁の深い土地

でもあるのですね。  
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熊本駅前からバスで小西行長（キリシタ

ン大名）の領地であった宇土半島を西へ横

切るかたちで２時間、天草の中心地の本渡

に着きました。ここで郷土料理を食べ、

「潜伏キリシタン」の集落のひとつである

﨑津集落へタクシーで向かいました。 

﨑津集落は本渡から１時間弱、天草半島

の南の端に位置しています。「潜伏キリシ

タン」の集落 12 の構成資産の１つとし

て、2018 年７月に世界文化遺産に登録さ

れました。天草灘に近い入り江に集落はあ

り、全戸数で 100 戸にも満たない（ぼくの

印象にすぎません）のではないかと思われ     天草のカトリック大江教会（1933年建設）    

る、漁業を生活の糧とする小さな集落でした。禁教期に踏み絵が行なわれたという庄屋跡に﨑津教

会が建っておりました。 

閉ざされた空間である小さな集落に、息をひそめながらもキリスト教を信じ守って来られた村民

の信仰心に圧倒されます。神父も牧師もおらんのに信心が持続してきた宗教の強さに感心しまし

た。世界史上、世界革命を成し遂げたのは、キリスト教だけだというのが、ぼくの持論です。 

梅雨空で雨が降りしきり、「せっかくの夕日もダメですね」とタクシーの運転手さんに言われな

がら、帰途につきました。タクシーの運転手さんと色んな話が弾みました。その中で一番びっくり

した話を述べてゆきます。ここからが本番です。 

運転手さん「さっきの﨑津集落から、高校生をタクシーで本渡の高校まで送り迎えするんです

よ」。 

ぼく    「へえ～！クラブなんか出来ませんね」 

運転手さん 「クラブの時間も決めて迎えに行きます」 

ぼく    「すごいな。何人くらいですか？費用は？」 

運転手さん 「３～４人ですね。費用は県教委とか市教委がタクシー会社と契約してですね」 

ぼく    「高校生、車中ではおしゃべりで元気でしょうね？」 

運転手さん 「静かなもんですよ。みんなスマホをしていますから」 

神戸に住んでいるぼくには、想像も出来ない人口減少と過疎が進んでいる現実を知りました。人

口減少と過疎で通学バスの運行が出来ないのです。それでタクシーの費用を行政が負担して高校生

の通学を確保している訳で、地方のしんどさの一端を知ることが出来ました。そこまでして高校生

を育てた後、高校生は地元に残る選択をするのでしょうか。近頃、総務省は「過疎」の名前を検討

する有識者懇談会を立ち上げました。 
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「隠れキリシタン」と「潜伏キリシタン」は意味が違うのだそうです。ぼく自身は「隠れキリシ

タン」という言い方の方が好きですけど、﨑津集落でもらったリーフレットに「潜伏キリシタン」

と表記してあったので「潜伏キリシタン」を使いました。 

 

山歩きの記㉖その 2  辺野古で座り込みに参加して 

 「辺野古に赤土を運ぶな！」「戦争をするな！」と叫ぶ 

室田 正則 

 

 2019 年７月８日、「沖縄の辺野古に行きませんか」と辺野古新基地に反対する兵庫・播磨の会の

菅野逸雄さんに誘われて、７人のグループの１人として、神戸空港から那覇空港へと向かった。そ

してこの日の午後、沖縄戦の末期を知る上で重要な資料を提供してくれる南風原（はえばる）文化

センターを訪ねた。 

1945 年５月 20 日、第 32 軍司令部から沖縄

陸軍病院に移動命令が届き、重傷患者へは青酸

カリが配布された。陸軍は米軍の捕虜になるこ

とを許さなかった。この文化センター内に残さ

れた記録には、青酸カリ入りとは知らずにミル

クを飲まされたある重症患者の証言があった。

「こりゃ毒や」と気付いて、喉に指を突っ込ん

で吐いて助かった人の話である。他の患者は一

気飲みしたのか苦しんでいたが静かになってい

た。彼は走って逃げ出した。後からピストルの

音が何発か聞こえたが、幸いにも彼は当たらな

かったという。貴重な証言の１つである。 

 沖縄訪問第２日目（７月９日）。辺野古での

埋め立て状況を、現地の反対する活動家に案内

されて抗議船に乗って辺野古沖から大浦湾まで

見て回った。小型の漁船が動かずに一日中海上

にいるのは抗議船を監視するためであり、その

船長は失業中の漁夫で、その仕事で沖縄防衛局

より１日につき５万円支給されているそうだ。

また大型の運搬船が赤土を巨大なクレーンを使

って、別の台船から移している。近づこうとす

ると、沖縄防衛局と海上保安庁の監視船が大音

響と共に警告し妨害してくる。誠に煩わしい限

りである。見た限り、辺野古沖への土砂の投入

は政府の予定通りには進んでいないようだ。 

 この時の辺野古沖は水深２メートル位で、引

き潮の時は１メートル位になると案内役のＮさ

んの話。海底を覗くと、これがエメラルドグリ

ーンだと思う程鮮やかで美しい。大きな海ガメ

が一匹船の横を泳いでいた。埋め立てを始める

前にサンゴは移植したとウソをついた安倍晋三

にこの美しい沖縄を潰されて堪るかと怒りがこ

み上げてくる。生息が確認されていた３頭のジ

ュゴン（国の天然記念物）のうち 1 頭は死体で

発見され、残る２頭は今も行方が分からないま

まである。 

 ところで、大浦湾には活断層があり、直下型

地震や津波の恐れがある。また大浦湾のケーソ

ン護岸設置箇所の水深 30 メートル海底には、

厚さ 40 メートルにもわたって超軟弱地盤が広

がっているが、それは「マヨネーズのような」

超軟弱地盤であるといわれている。そのため、
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「世界でも前例のない海面下 90 メートルまで

の地盤改良が必要」であり、日本の「作業船の

能力のため海面下 70 メートルしか地盤改良で

きない」（北上田毅著「辺野古新基地は頓挫す

る」⦅『世界』2019 年７月号⦆）。これでは埋め

立て工事は手の施しようがない。最近政府は有

識者会議を設置するらしいが、「屁放って後の

尻すぼめ」という言葉がある。工事が失敗しそ

うなのであわててとりつくろうとしているよう

だ。 

 この日の昼食後、米軍キャンプシュワブ前で

座り込んでいる人達のテントへ出掛け、みんな

で連帯の挨拶をし、そこから数十メートル離れ

たゲート前のイスに一列になって腰を降ろし、

そこから辺野古へ搬出される土砂を積んだダン

プカー等を止めようとした。イスの後ろにはガ

ードマンが紺の制服に身を固め、厳めしい顔つ

きで無言で立ち並んでいる。前には、沖縄県の

警察官がこれも一列に並び立っている。やがて

ダンプカーが動き出す時刻がやってくると、同

行の右隣の女性が排除され、私の番になった。

背中に回った警察官が「歩いて移動できます

か」と問うてくる。私は静かに首を横に振った

ら、いきなり四人がかりでいとも軽々と担がれ

て、ゴボー抜きされた。やはり同行の左隣の男

性の「（退去）しません」と答える声が聞こえ

る中で、全員が排除された。有無を言わせぬ暴

力とはこのことである。この連中に税金から 1

日につき 2,000 万円が支払われているというテ

レビのニュースを思い出し無性に腹が立った。 

 ７月 10 日、名護市本部（もとぶ）での「土

砂搬出港」ゲート前（安和桟橋入口前）で 16

人位で楕円形の輪になってぐるぐる回りながら

デモをした。まわりに県警４名とガードマンが

12 名いる。やがて山城博治さん（沖縄平和運

動センター議長）が登場し、シュプレヒコール

となった。私も声を上げた。「辺野古に赤土を

運ぶな！」「戦争をするな！」「子どもの未来の

平和のために！」（赤土は「赤土防止条例」違

反である）などと。目の前を「沖縄」というマ

ークの入ったダイプカーがゲート前に数珠つな

ぎに並んでいる。ケート前を通る国道 499 号線

を右からくる普通乗用車が通過し、信号が変わ

ると反対の左車線から右折れしてダンプカーが

やってくる。その時警官の「ゴー」の合図のフ

エが鳴る。その時、我々のデモ隊とダンプカー

が鉢合わせになる。ダンプカーの運転手に分か

るように「辺野古新基地反対」のプラカードを

掲げて進行を阻む。睨み合って、1・2・3・4・

5 秒（これ以上は無理だ）。このタイミングを

「果てしなく」繰り返す。この「1～5 秒」に

「俺は辺野古での土砂の埋め立てを止めるん

だ」との思いを籠めて立ち止まる。 

 岩波ブックレット『辺野古に基地はつくれな

い』で、北上田毅さんが「西日本各地の土砂搬

出予定地で高まっている県が 12 あり、搬出反
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対の団体が 18 ある」と述べているので、共著

者の山城さんにデモの途中の休憩に入った時、

近づいて尋ねてみた。「西日本の各地から辺野

古へ土砂が運ばれて海が埋め立てられているの

かどうか」と。すると「（今のところ）沖縄の

安和（あわ）鉱山から運ばれてきているだけ

で、西日本各地からの土砂はまだ投入されてい

ない」と山城さんは答えた。しかし、ことが政

府の望むように進めばの話だが、「西日本各地

から」ということが、近い将来あり得るという

危惧を私は依然として払拭出来ていない。そし

てかって姫路市の増位山や岡山県の熊山から見

た瀬戸内海上にある小豆島を思い浮かべた。 

 今回の旅行で入手できた資料によれば、辺野

古土砂搬出全国連絡協議会は「どの故郷にも戦

争に使う土砂は一粒もない」と言っているが、

誠にその通りである。7 月 10 日のデモには朝

の 8 時過ぎから（沖縄出発のフライト時刻の都

合上、ぎりぎりの）11 時まで参加した。そし

て山城さんとの別れ際に挨拶と硬い握手をし

た。このような状況のなかで、沖縄との距離を

少し縮めることが出来たように思えた。同氏は

「あと 20 年はこの運動を続ける」と言ってい

た。また彼は７月 7 日の尼崎での講演で「本土

の皆さんも何ができるか、一緒に考えてほし

い」と発言している。この発言に答えるものは

何か。 

 

 

元教職員ひょうごネット 教育講座２０１９② 

 ～道徳の教科化と道徳教科書～ 

  と き １０月２６日（土） １４：００（開場１３：３０～） 

 ところ 神戸市教育会館 ２０２号室    

 お 話 相可 文代さん 

 会場費 500 円 

（元大阪府教員、子どもたちに渡すな！あぶない教科書 大阪の会） 

  

共同代表・運営委員（2019 年９月 17 日現在） 

有賀 美晴・ 石塚 健・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 

 

   カンパ協力等の郵便振替００９１０-８-３２０２５２(加入者名：元教ひょうごネット) 

 

mailto:t-ishizuka@comet.ocn.ne.jp
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 素描「兵庫を歩く」44 

           嶋谷 数博 

【平荘湖ダム】国道２号線の加古川橋で右岸を少し遡上し

た先に小高い山に囲まれて平荘湖がある。この人造湖は北

の飯盛山、西の黒岩山、南の升田山と低い山並みを利用し

て、50年余り前に東播磨工業地帯の工業用水の安定供給を

目的に建設されたダムによってできた。湖岸をめぐって約

5 ㎞の外周道路があり、ジョギングやウオーキングを楽し

む人たちの姿が見られる。渡り鳥の越冬地になっていて、

カモやガンなどが飛来してくるシーズンになると、湖岸に

望遠カメラを構える人の姿が多くなる。南の升田山の山中

には多くの古墳が点在しているのでそれを辿る              

静かに水をたたえる平荘湖            のも楽しい

が、山道はさして整備されていないので難儀する。湖岸の青少年館の前の水辺には石積みの古墳が移さ

れて在る。この平荘湖の西の山裾に筆者の初任校の東播工業高校があり、校内マラソン大会でこの平荘

湖一周のコースを生徒と共に走ったことを思い起こす。 

 

【権現ダム】平荘湖から３キロほどの北隣りにあるのが権現ダムで、昨年、湖面に浮かんでいた衣装ケ

ースの中から若い女性の遺体が発見されたことで名をはせてしまった。こちらは平荘湖が造られた 10

数年後に、加古川工業用水の安定供給のために

造られた。加西市に抜ける県道沿いに３つのダ

ムが連なり、駐車場がある最も南側の第一ダム

から北に第二、第三と続く。第一ダムが最も大

きく、この堰堤を渡って西端に出ると、スケッ

チ画のようにぐねぐねと何重にも折りたたまれ

たような珍しい型をした堰に出くわす。ラビリ

ンス型の自由越流頂をもつ洪水吐である。湖岸

を辿り奥に進めが緑豊かな静寂が続く。ここも

また水鳥の宝庫で、バードウォッチングが楽め

る。このダム湖周辺は「加古川右岸自転車道」

の一部で、サイクリング道路として整備されて

いる。                           

 

加古川にある２つのダム湖  

「平荘湖ダム」と「権現ダム」 

 

権現ダムのラビリンス型洪水吐 


