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総 会 報 告

記念館では 5 月 28 日「総会」が開かれ松村高夫理事長の挨拶で始まり、続いて芹沢事務局長

から「年間活動報告」がありました。

この 1 年間に会報 15 ～ 18 号の発行、「撫順戦犯管理所」と「中国友誼促進会」来館の他、学

者や市民の来館、海外メディアは「中国中央 TV」や「環球時報」等の来日取材がありました。

昨年 11月には川越のウェスタ川越で「10周年集会」を開き 200名余りが参加下さり、『東京（中

日）新聞』が特報面で大きく報じてくれました。

その「10 周年集会」に合わせて記念館の「リーフレット」を作成し、また 3 年に 1 回、世界

各地で開催される『国際平和博物館会議』が、今年は北アイルランドのベルファスト大会に間

に合わせ英語版リーフレットも作成しました。しかし、今回のベルファスト会議には理事長の

都合がつかず、国際会議事務局理事の山根和代先生が代理報告して下さいました。

次に承認事項として、昨年度の会計報告と会計監査報告が承認されました。また、今まで理

事長と館長が存在しましたが、定款に無かった館長の名称を廃止することが承認され、引き続

き姫田さん（中央大名誉教授）には理事を続けて戴きます。

検討事項に入り理事長から今年度の運営方針が提案され、来年度は館内にスペースを確保し

狭いながらも「展示」を実行する方針が確認され、また、戦争に関係ない収蔵図書の整理も進

めることになりました。

会計担当の長坂光行理事が高齢のため会計からの引退要請があり、検討することにしました。

記念館は「中帰連」の皆さまが現在の土地と中

古倉庫を買ってくれましたが、建屋が古く近い

将来外壁修理の必用があり、会計に「修繕積立

金」の項目を設定し今後その金額を検討する事

になりました。

今年は任期 2 年の役員改選の年ですが、松村

理事長を含め 15 人の理事と 2 人の監事全員が

再任されました。

この 10 年間、一切の公金補助は受けず、皆

様の会費とご支援下さる方のカンパのみで運営

出来たことに心より感謝と御礼申し上げます。

歴史の事実を教訓として生かし、後世に伝え

るためにこれからも努力を続けますので、今後

とも宜しくお願い致します。
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戦前「満州国」の治安体制と

安倍政権下の「共謀罪」法案

荻野富士夫（小樽商科大学特任教授）

内包された危険性の暴露を恐れるかのよう

に、異例の手段を用いて共謀罪法は成立して

しまいました。二〇〇三年の上程以来、「現

代の治安維持法」といわれてきましたが、で

は、どのような意味で治安維持法は悪法であ

り、社会運動と思想の弾圧に猛威を振るった

のでしょうか。

治安維持法は一九二五年に制定され、一九

四五年に GHQ の指令によって廃止されまし

た。どれほどこの法律が取締側にとって重宝

なものだったかは、「至れり尽くせりのこの

重要法令」（木下英一『特高法令の新研究』

一九三二年）という位置づけが雄弁に物語り

ます。検挙数は国内では約七万人で、そのう

ち約一割が起訴されて有罪となりました。そ

れら以外に警察限りの膨大な検束や拘留があ

ります。

一九二八年と四一年の「改正」が治安維持

法の威力倍増のステップとなりました。二八

年の「改正」は、非合法下に全国的に組織さ

れていた共産党に対する大弾圧（三・一五事

件）を契機に、特高警察の大拡充や思想検事

の創出などとともに、緊急勅令によってなさ

れました。「国体」変革行為の最高刑死刑へ

の引上げと、「結社ノ目的遂行ノ為ニスル行
た め

為ヲ為シタル者」（たとえば党員の潜伏の手
な

助けやカンパ、出版物配布の援助など）への

処罰です。この目的遂行罪の導入で、取締側

が「共産主義運動」とみなす領域は拡大する

とともに、一九三〇年代後半にはその「温床」

とみなされた自由主義・民主主義への抑圧取

締も強まりました。また、「国体」否認とみ

なされた宗教教義も取締の対象とされていき

ます。

対米英開戦を控えた一九四一年三月、治安

維持法は二度目の「改正」実現をみます。二

五年制定時には七条の条文だったものが、こ

こでは六五条となる変貌ぶりで、新たに「国

体」変革の支援結社・準備結社・集団、それ

ぞれの「目的遂行」行為など、およそ考えら

れる可能性のすべてを網羅していました。「予

防拘禁」も導入されました。法解釈の限界性

から解き放たれた特高・思想検事は、戦争遂

行への批判や疑義をもつ集団・個人を地表下

からえぐりだしていきました。典型的な事例

が神奈川県特高課による「横浜事件」です。

植民地だった朝鮮・台湾・樺太、傀儡国家

「満洲国」などでも治安維持法は運用されま

した。水野直樹氏は日本国内以上の苛酷な運

用について、「朝鮮における独立運動・共産

主義運動が武装闘争の色合いを帯びることが

多く、それを抑えるために日本当局が強硬な

手段をとり厳しく処罰することになった」と

指摘されています。

満洲における朝鮮民族独立運動の本拠地と

みなされた「間島」（現在の中国・延辺朝鮮
カ ン ド

族自治州）で、一九二五年八月、電挙団事件

という治安維持法の最初の発動がなされた形

跡があります。「満洲国」建国後は「暫行懲

治叛徒法」と「暫行懲治盗匪法」という二つ

の治安法を施行し、関東憲兵隊が主力となっ

て反満抗日運動の弾圧に活用しました。

アジア太平洋戦争開戦直後の一九四一年一二

月二七日、日本の新治安維持法を母法として「満

洲国」治安維持法が制定・施行されました。熱河省

などにおける反満抗日運動の激化を法的に抑え込

む目的で、関東憲兵隊を中心とする弾圧の嵐が猛

烈に吹き荒れ、同法によって二千人近い死刑判決

・執行がなされたと推測されます。一審限りの特別

治安庭に関与したのは、日本から出向した検事・判

事でした。

共謀罪は、実行行為のない段階で犯罪の合

意がなされたというだけで処罰を可能とする

という恐ろしさをもちますが、それにとどま
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らず、監視社会化への流れを大きく加速し、

まっとうな社会や政治への批判や疑義を萌芽

のうちに摘みとろうとするものです。地表上

に出現する前に摘発をおこなうためには、盗

聴・検閲などの広がりと膨大な内偵捜査のた

めの人員・予算の増大は必至となります。拡

充された組織はそれを常時運用していくため

に、さらに新たなターゲットの発見に奔走す

るでしょう。「社会秩序」を乱すものとして

反対・批判・異論はあぶりだされ、封じ込め

と逼塞化が図られることが予測されます。

しかし、共謀罪法が成立したとしても萎縮

することなく、まっとうな社会や政治への批

判と提言の声を挙げ続けることが、共謀罪の

運用を実質的に困難なものにするはずです。

伊東秀子さん講演要旨

（元衆議院議員・弁護士）

父親は関東憲兵隊の隊長でひどいことをや

っていた。『父の遺言』を書きつつ一番感動

したのは、当時の周恩来総理がなぜこのよう

な対応ができたのか。周恩来が 1917 年に日

本に留学していた時に日本人への信頼を学

び、民間人の運動が大切と思ったのであろう。

家族全員で渡満し私は満州の陸軍官舎で生

まれ 5 人兄弟の 5 番目。父は 1943 年 7 月に

関東憲兵隊に入るが、もう日本の戦局はひど

い状況で、弾圧も過酷な時代だったと父は後

に話した。兵の食料もなく、三光作戦なども

そのような状況のなか当然だった。戦後、兄

の隆は RKB 毎日で戦争のドキュメンタリー

『中国再訪の旅』を撮っていた。

父が四平の憲兵隊長の時に敗戦、関東軍司

令部が通化に移転し父も移る。この時ソ連に

連行され家族は消息不明、家族は 46年 12月

に引き揚げ、通化事件などを体験した。私に

はないが兄達は加害者の視点・自覚があっ

た。戦争が人をいかに変えるか、加害者がど

のように変わるか実体験している。日本国内

では常に被害者の視点が一般的だったが、そ

れは家族の話と違っていた。

父は私が中三の時に帰国、1954 年李徳全

訪日団の名簿公開で生存が判り引き揚げ後、

父の郷里の鹿児島の農村に入った。母親は軍

国主義が嫌いで、満州で中国人を奴隷のよう

に使う生活が嫌で、たまにそのようのなこと

を話していた。

父は戦争を深刻に反省したが、男尊女卑な

ど完全には払拭できないものがあり、私は反

発し家庭内も混乱していた。母親は戦争を実

際に経験したためか、せっかく生きて帰って

来たのだから、子供達にはやりたいことをや

らせ貧困だったが大学に行かせ子供達も自立

した。

晩年父親は母親に感謝するようになり遺言に

「反戦・日中友好」を言葉に残した。

成人して家裁調査官、夫は中国哲学で北大

へ。32 歳で北海道に、農業をやっていた母

を思い出して、自分も何かできると思い、北

大の聴講生になって司法試験を受けて弁護士

になった。

芹沢さんの誘いで兄・姉とともに戦犯管理

所を訪ねる。そこに父親が 731部隊にマルタ

を送っていたという記述があった。その後、

ハルビンの 731部隊に行った。そこで施設・

展示を 2時間ほど見た。出て来たら右足が曲

がらない状態になり、大連行きの飛行機を待

ってホテルで休んだ。

札幌に帰って医者に行くと詳細な検査・手

術が必要で後遺症の心配ありと医者に言われ

る。冤罪裁判のことが思い浮かばれて、それ

をしっかりやると決意する。

父親がやっていたことをどうこうできない

が、自分が真っ当に仕事に、様々なことに向

き合うという姿勢がきちんとできた。父親が

話していた時の様子が迫ってくる。冤罪に取

り組んでいるこ

とと同じよう

に、戦争の実態

に向き合うこと

が重要で本に対

して右翼も何も

言ってこない事

実の重さがあ

る。

従軍慰安婦の

問題は戦争の時

代に女性や子供
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が犠牲になる。個人の力は小さいが、周恩来

があれだけのことをした。その背景に松本亀

次郎の活動があり、日本人・民間人の中にあ

る信頼に耐えるものがある。

「国際平和博物館会議」報告

松村高夫・理事長

2017 年 4 月 23 日、中帰連平和記念館で

行われた「中帰連に学ぶ会」では、私・松村

が「参加」した３年に一度開かれる国際平和

博物館会議（今年はアイルランドのベルファ

ーストで開催）での報告＝「日本のアウシュ

ビッツ＝７３１・細菌戦部隊と中帰連」につ

いて概要を述べたあと、質疑応答を行なった。

「『参加』した」とカッコを付けたのは、私

が諸般の事情でアイルランドに行けなくな

り、親切にも山根和代先生（立命館大学国際

平和ミュージアム）が私の報告を代読すると

申し出てくださり、そのために事前に細川理

事が報告に即してパワーポイントを作成さ

れ、それをもって自ら京都に出向かれ、山根

先生と打ち合わせをしてくださるということ

によって、国際会議への参加が初めて実現し

たからである。窮地に陥っていた私を救助し

て下さった山根・細川両氏の同志的支えを、

私は忘れることができない。

報告のポイントは、反満抗日運動をした中

国人などを７３１部隊に送り込んだ日本人憲

兵が、戦後７３１部隊で人体実験の犠牲者遺

族が日本政府に対し補償裁判を起こした時、

法廷で中国人犠牲者の側に立って証言し、７

３１部隊の人体実験と細菌戦の歴史的事実を

認めない日本政府を厳しく批判したというこ

とが、何故起こり得たのか。ナチス・ドイツ

の強制収容所になぞらえていうならば、アウ

シュビッツにユダヤ人などを送り込んだドイ

ツの憲兵が、戦後法廷で犠牲になったユダヤ

人を支持する証言をするというようなことが

何故起こったのか、と問題設定するようなも

のである。もちろんドイツではそのようなこ

とはまったく起こらなかった。それに対し日

本では、歴史上稀にみることが起こったのは

何故なのか、という問題である。一言でいえ

ば、それは撫順戦犯管理所で日本人戦犯に「鬼

から人間に変わる」人間性回復の再教育が行

われ、自己変革した旧戦犯は帰国後「中帰連」

を結成し、反戦平和の活動を民衆レベルで多

様に行なってきたからである。

７３１部隊は正式名を関東軍防疫給水部と

いい、細菌戦のための細菌兵器を開発・製造

する陸軍の秘密部隊であった。部隊の建設は

日中戦争後ハルビン郊外の平房で本格的に始

まった。部隊の中心には１００メートル四方

３階建の冷暖房完備の近代的ビル（ロ号棟）

が建造され、その中庭には特設監獄７棟・８

棟が建てられ、そこに捕えた中国人を収容し

た。彼らは７３１部隊に着くと名前を奪われ、

３桁ないし４桁の番号を付され、「マルタ」（丸

太）と呼ばれ、そこから引き出され日本人医

師による人体実験の対象とされた。犠牲者は

少なくとも３０００人。現在はその１割の約

３００人の氏名が判明している。

関東憲兵隊は１９３８年から反満抗日運動

家を逮捕すると、その約２割を７３１部隊に

送った。これは当時の軍隊用語で「特移扱」

（とくいあつかい）といわれた。この「特移

扱」は、逮捕した運動家を確実に処刑できる

と同時に、人体実験に供することができると

いう「二重の利便性」をもつものであった。

この「二重の利便性」はナチス・ドイツには

みられない日本の植民地支配の特質であっ

た。また、関東憲兵隊が「特移扱」の実施を

開始したのと併行して７３１部隊のロ号棟と

特設監獄が建設されたことは、部隊長石井四

郎だけで実施できるものではなく、日本陸軍

全体が担う日本政府の政策の立案・実施とみ

るべきであろう。関東憲兵隊は急速に拡大・

強化されていき、

１９３９年４月

には特設憲兵隊

「八六部隊」が

設立され、１９

４３年１０月に

は大連黒石礁事

件を起こした。

大連憲兵隊本部

の三尾豊は逮捕

したうち４人を
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７３１部隊に送り、実際に三尾が大連駅から

ハルビン駅まで４人を連行したが、その一人

が王耀軒であった。

７３１部隊の人体実験で殺され、部隊で製

造された細菌兵器の使用によっても殺された

ので、中国人は民族としては２重に殺された

ことになる。それに即して、人体実験の被害

者遺族（敬蘭芝、王亦兵)が１９７５年日本

政府に対し、事実を認め謝罪せよ、補償せよ

と東京地裁に提訴した。１９９７年には細菌

戦（１９４０～４２年にかけて浙江省や湖南

省の中国十数地域で細菌を散布した）の被害

者１８０人が同様の提訴を行なった。三尾豊

は元憲兵として１９９７年１０月１日、東京

の裁判所の証言台に立ち、 王亦兵は自分が

直接の指揮者として大連で拘束し７３１部隊

送りにした４人のうちの王耀軒の息子である

ことを証言し、その「特移扱」の実態を詳細

に述べたのであった。三尾証言は７３１部隊

の人体実験の事実を認めない日本政府にとっ

て大きな打撃となり、判決が人体実験を事実

認定したことに導いた。最終判決は法律論で

日本政府の勝訴、原告の敗訴としたけれども、

人体実験の事実を認定した意義は極めて大き

い。

以上がベルファーストでの国際会議で報告

（代読）した要旨である。代読してくださっ

た山根先生が会議最終日に私宛に送られたメ

イルには次のようにあった。「中帰連の報告

を聞いた中国人（留学中）が感動しアメリカ

の大学での課題があるということで本日対応

しました。・・・・細川氏のパワーポイント

はとても分りやすく大変好評でした。」

冒頭、私は「諸般の事情でアイルランドに

行けなく」なったと記したが、その事情の一

つを付記することをお許し願いたい。私の妹

・松村美智子はロンドンに住むピアニスト

で、「隠れキリシタン」ならず、長年「隠れ

中帰連支持者」であった。毎年１２月に来日

し、ロンドンアンサンブルとして日本の数カ

所で演奏してイギリスに帰るということを３

０年近く行なってきた。１年半ほど前の１２

月、腹部に激痛を感じながら来日し演奏した

が、終わって病院に行くと卵巣がんと診断さ

れ、翌月手術。以後抗がん剤などの治療を続

けたが、薬石効なく、今年３月から私の家で

在宅ホスピスの態勢に入った。私のベルファ

ーストでの報告を応援してくれていた。死期

が近づいているのがはっきりしてきたので、

私はベルファースト行を断念した。山根先生

が離日してイギリスに向かった４月６日に、

妹は逝った。山根先生がベルファーストの会

議で報告を代読された４月１１日は、妹の７

０歳の誕生日になるはずだった。これらは偶

然の一致だろうか。ともあれ悔いのない看取

りができた私は、改めて山根先生と細川理事

に深謝している。

連載 記念館資料室から

第12回 団結や相互援助を

重視していた草創期

石田隆至（「中帰連に学ぶ会」事務局）

『前へ前へ』第２号も、まだ中帰連が正式

に発足する半年ほど前の 1957 年 3 月 1 日に

発行されています。草創期の中帰連が対外的

に知られるきっかけとなった書籍である神吉

晴夫編『三光：日本人の中国における戦争犯

罪の告白』（光文社）が出版される直前に当

たります。「私達としても初出版ですから大

いに望みをかけています」と、反戦平和のた

めの言論活動に使命感を感じていることが伝

わってきます。

ただ、誌面全体からいえば、各会員の就職、

結婚、生活援助、各支部の個別状況といった

足元の課題解決に関する報告が大半を占めて

いる点は、第１号と同じ傾向です。

会員の日常的な暮らしがもっともよく表れ

ているのは、京都の渡辺雅夫が投稿した「丹

波に生きる」という一文です。「『過激な思想

を持っていないか』と気づかわれながら」暮

らす必要のある土地柄で、経営破綻しつつあ

る農協の再建を期待され、「安月給を省みず

就職した」渡辺は、農協の民主化のために知

恵を絞る毎日を過ごしていました。さらに、

農村の青年学校や農協婦人部、組合機関紙な

どの場を通して多くの人と「話す方途も漸次

ひらけ」ながら、「有能な農協経営家となる」

ことを通じて「平和と中日友好のために地道
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な役割を果たしうると信じて」、夜遅くまで

仕事をし、帰宅は 9時を過ぎたとあります。

「話すのではなく聞くことを主にせねばなら

ない地元の条件で、温かい心の持主から戴い

た人民服に身をかため、夜の田舎道を自転車

で走りながら、『向前、向前、向前、我们的

隊伍向太陽……』を心から歌う時、一番晴々

とした気持ちになった」という一文からは、

撫順管理所での経験を日本の現実で活かそう

とする瑞々しい思いが伝わってきます。

さて、前号でも話題の中心の一つだった 11

年の抑留期間に対する補償を求める声は、今

号でも引き続き取り上げられています。熊本

支部では、新年集会で就職や今後の活動につ

いて検討していますが、その中で「ソ連帰国

者と連継をつくる（中ソ帰還者連絡会の結成

を予定）」という項目が挙げられています。

これはソ連からの帰国者とも一体になって、

対政府補償を獲得するための運動を大きくし

ようとする計画です。熊本に帰国した元戦犯

は比較的年齢層が高く、就職が難しいなかで

補償金は生活再建のため切実な要求だったの

です。熊本支部は、この後も補償金獲得運動

に積極的に取り組み続けました。

一方、宮城支部からは、就職できても安月

給で、商売を始めるための資金がほしいとい

う声もあり、「何とかして11年の補償をとっ

てくれという要求が強い、だがまた一方では、

そんな運動をしても無駄なことだと考える傾

向も同じ位あり、なかなか複雑です」という

報告が伝えられています。補償要求の必要性

と困難さは、この後も中帰連を深く悩ませる

問題になってい

きます。

第２号のもう

一 つの 注 目点

は、秋の組織発

足にむけた準備

として、本部が

会の規約草案を

提出し、各支部

での検討を呼び

掛けていること

です。それを見

ると、やはり草

創期には、後の「加害証言の中帰連」という

イメージにとどまらない組織観があったこと

が見えてきます。

たとえば、「第2条 目的 本会は中国より

帰還した者が親睦を深め平和な生活を営むた

めに相互に援助しあい、あわせて日中両国の

友好発展と平和に貢献することを目的とす

る」、「第3条 事業 １．会員相互間の援け

合い ２．平和民主団体との提携 ３．平和

と日中友好に有利な文化活動及びその他の社

会活動 ４．その他の必要な事項」となって

います。平和活動と同じくらい重要な要素と

して、「親睦」「相互援助」が挙げられている

のが特徴的です。草創期の重要課題が生活再

建や仲間の結束にあったことを反映していま

す。こうした側面は高度成長が進展し、社会

が豊かになるにつれてどう変わっていくの

か、後の号でまた考えたいと思います。

会員資格についても、「第4条 会員 本会

は中国より帰還せる抑留者及びその他の帰還

者にして、会の目的に賛成し会費を納める者

をもって会員とする」とあります。会員資格

と会費未納者の扱いについても、中帰連とい

う組織の性格を決定付けるものだけに、この

後長きにわたって議論され、時には会を大き

く揺るがせることにもなるテーマですので、

注目していきたいと思います。

最後に、広島支部からの「意見」には、別

の点から中帰連の今後を暗示する内容が含ま

れていますので、紹介しておきます。「力の

強い支部はのびるだろうが、弱い支部はこの

まま埋もれてしまいます。・・・現在時期的

にも一つの転換期に来ており、このままでは

ならない。本部ではもっと各地方へと入れと

言わざるをえません」。帰国後半年あまりで、

まだ全国組織が結成されてもいない段階で、

支部が発展するか衰退するかの「転換期」が

来ているという深刻な問題提起がなされてい

ます。本部もわずかな人員しかないなかで政

府折衝や他団体との提携、支部との連携など

を担当し、地方の支援は容易ではありません

でした。実際にはこの後、本部スタッフが一

部の地方支部を訪問していきますが、広島支

部の不安は杞憂に終わらず、中帰連は意外に

早い段階で停滞期に入っていきます。その
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原因を考えていくことも、われわれの世代の

平和運動にとって必要なことだと思われま

す。

真宗大谷派の僧侶の皆さん来館

愛知県内各地の真宗大谷派（東本願寺）の

僧侶の皆さん 3人が 7月 1日に来館されまし

た。同派の名古屋教区では戦時中に戦争に加

担しことを自己批判する「平和展」を毎年 3

月に開催しています。その「パンフ」を希望

者に無料で配布しており当記念館にも 10 数

年分保管してあります。

戦時中に「戦争は罪悪である」と発言し治

安維持法で処分された僧侶の竹中彰元を最下

位に降格したことを謝罪・自己批判し彰元の

名誉回復などもしています。

3 人の皆さんは持参のお弁当の昼食後 28

年前の NHK映像『戦犯たちの告白』を観て、

その後、感想や意見交流させて戴き、早速、

皆様「会員登録」して下さいました。

犬竹先生が来館

記念館の細川理事の浦和高校時代の同級生

の犬竹正明先生（東北大学名誉教授・核融合）

が 7 月 31 日来館下さいました。文系の学者

は何人か来館されていますが、理系の学者の

来館は初めてでした。

過日、犬竹先生の出身地の埼玉県日高市の

小・中学生時代の同級生の皆さんも、犬竹先

生のご紹介で来館下さいました。

（右から二人目、犬竹先生）

クレアモント康子博士 再来館

昨年 11月の『記念館 10周年集会』にも豪

からご夫婦でご参加下さった記念館の会員で

もある、シドニー大学のクレアモント康子博

士が 7 月 26 日に再び来館下さり、発行され

たばかりの『市民の力と戦後和解』をご寄贈

下さいました。

この本は戦後の和解・友好に尽力している

多くの市民や民間組織・団体による活動を紹

介した貴重な本です。

左頁に英語、右頁に日本語構成の 200頁で、

多くの掲載写真は上質紙の全てカラーです。

冒頭の第 1部第 1章の「元日本兵士の謝罪決

意」で中帰連関連を 10頁に渡り紹介下さり、

他にも「記念館 10 周年集会」や、顧問だっ

たむのたけじさんなども紹介下さっていま

す。

入手ご希望の方は著者のクレアモント博士

のアドレス（yasuko.claremont@sydney.edu.au）

に直接連絡戴ければ実費（送料込 4500 円）

で送って頂けます。
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現職と退職教員の皆さん来館

埼玉県教組児玉支部の小、中、高校の現職

教師と退職教師の皆さんが、夏休みをを利用

して 8 月 12 日に来館下さり、昼食を挟み一

日、説明や映像を見て戴きました。

中帰連・絵鳩毅さんの体験記録

『皇軍兵士 シベリア抑留

撫順戦犯管理所』発刊

絵鳩さんは旧東京帝国大学で哲学を学び文

部省に入省しました。しかし、尊敬する恩師

の著作検閲を指示され「そんな事できるか！」

と文部省を退官し、地方の女学校の教師にな

りました。当時としてはそれ程リベラルな方

でしたが、それでも戦争で反省しなければな

らない体験をしました。

行軍の先に中国人を歩かせた「人間地雷探

知機」や、中国人を縛り付け初年兵に突き刺

し殺させた「実的刺突」などをさせました。

はその自身の体験を

100 歳まで証言し続

けて来ました。

「撫順の奇蹟を受け

継ぐ会」神奈川支部

長の松山英司さんが

その記録を纏めた力

作で、絵鳩さんの遺

言とも言えるもの

で、是非多くの皆さ

んに読んで欲しいと

思います。

著者：絵鳩毅 発行：花伝社

税送料込 ¥2000（記念館扱）

『興隆の旅』発刊

当記念館の初代理事長・仁木ふみ子（故人

･元日教組婦人部長）が小、中、高、大の教

師たちと『中国山地教育を支援する会』を組

織し、関東軍が「長

城無人区作戦」など

で大きな被害を与え

た河北省興隆県など

を訪ね教育・教材支

援や、現地の被害証

言聴き取りなども記

載されています。そ

の 14 年間の記録が貴

重な写真を含め載っ

ています。民間交流

の大切さが解ります。

著者：「中国・山地の人々と交流する会」

発行：花伝社 税送料込 ¥1600（記念館扱）

この『会報』19 号よりをカラーにしまし

たが如何でしょうか？今後ともご支援のほど

宜しくお願い致します。

【「中帰連」に学ぶ会】予告

日時：10月 1日 13：30～ 16：00

場所：「中帰連平和記念館」

テーマ「―ウエトレット村の戦場跡と

戦没者慰霊祭―」（仮）

講師：遠藤美幸さん

（神田外語大学・非常勤講師）

『NPO 中帰連平和記念館』

〒 350-1175 埼玉県川越市笠幡 1948-6

TEL&FAX：０４９－２３６－４７１１

E-mail：npo-kinenkan@nifty.com

ＨＰ：http://npo-chuukiren.jimdo.com/

ＭＬ：npo-kinenkan@freeml.com

郵便振込口座名「NPO 中帰連平和記念館」

振込口座 ：００１５０－６－３１５９１８

開館日：「水、土、日」(10:30～ 16:30）

（ご来館はなるべく事前にご連絡下さい）


