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★﹃親なき家の穴つけ日記﹄出版記念に盛り上げてくれました︒本当に嬉し

会賑やかに終わるかつたです！
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三月二十八日○桜が開花したこの日︑

囮☆篭賤︽水一定例会第七十九回日記塾﹁平野仁蔵日記

圓・耐塞減鼎蕊樫巽篝封建窯む﹂

囮☆溌灘継鞠弱年に向けて冒鐸記念誌作成濤

詳罎藁鍔雲簔雲毒蝿総襄圖卜￥

は、午後の活動の終了後、参加者に連絡いたします。
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い﹂の朝です︒多くの含貝の皆様にお

会いできますこと望界の喜びです︒当
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感に胸が高鳴る一日です︒この一年更

l
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ど展示もあり楽しみです︒続いて﹁日

平成27年度活動予定平成27年4月
l

記塾総集編﹂は前年度に研究発表され
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︽中期Ｉ︵平成十三年〜十七年︶︾

島利栄子
★移動日記展活発にて見る会場で手際よく即興の飾り付け
全国津々浦々に会の活動を知ってもをした︒展示物の梱包︑葬遥︑片付け
らいたいと移動日記展に情熱を燃やしに苦労した︒よくこんな荒技が出来た
得て無料の︿瑁痂をゲット︑次々移動日

翌十四年には長野県塩尻市で﹁女性

た時期である︒地方の友人らの協力をものだと感心する︒皆若かつた︒

7周年のつどい｢平野仁蔵日記展」
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また﹁つどい﹂も毎回︑一日だけの

平和展﹁同﹂で好評を博した︒

展示にもかかわらず﹁美しい展示﹂を

い﹁松崎宗子追悼日記展﹂︒七周年﹁激

目指して全力で臨んだ︒六周年のつど

動の時代を生きた平野仁蔵日記展﹂︒

象に残る︒三代目事務局長の中野祐子︑

八周年﹁育児日記の魅力展﹂は特に印

高崎明子さんらの手作りの飾り物が古

い日記に温かい雰囲気を醸し出してく
れた︒

平成十三年晩秋︒何と﹁シャルレ女

★シャルレ女性奨励賞受賞する

んだ︒全国で活発な活動をする女性団

の︒授賞式は墓墨云館︒事務局の面々

一女の力﹂の増野亜士氏

シャルレ女性奨励賞受賞︑代表スピーチ

交流活動が多い中で庶民の日記資料の

﹁黄水仙﹂上演にこぎつけた︒この時期︑

﹁松崎宗子日記﹂をもとにした朗読劇

■

保存活用をするユニークさが受賞の理

は思い出を連れてくる﹂など他分野と

が揃って受賞式に参じた︒福祉や国際

由だったようだ︒代表のスピーチも
熱が入っていたが︑一同あとのパー

の連携により大きな活力を頂いた︒

寄贈に繋がった︒ＮＨＫテレビ﹁いつ

ことが多くおかげで会員が増え︑日記

ユニークさからマスコミに登場する

村上テイ氏の腹話術や︑塩澤実信氏﹁歌
ティー料理に眼を細めた︒

★その他いろいろ

平成十八年︒増野亜士氏が登場して

﹁黄水仙﹂に沸く

★｜人芝居﹁女の力﹂と朗読劇

の女のおおらかな生き方を伝える一人

沸いた︒若い男性がお婆さんに扮し昔
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防の女たち嫁姑のたたかい﹄︶は戸女
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日記ろまん
平成27(2015)年6月13B

ｌ戦時下の手紙ｌ

台北より愛は永遠なれ

一ＭからＭへ

艇長田松代
平成二十三年三月︑島代表からお薦
めいただいた音剰︑それは会員の鈴木
千代子さんご親族がお持ちの資料で︑
でした︒早速見せて頂くと︑全蔀封書

戦地︵台潭から奥様に宛てたお手紙
で七十二通ありました︒

一通を取り出し︑そっと開いて見て
驚きました︒古くなった便菱は変色を
しておりましたが︑達筆な字は流れる
ように便簔をうめつくしていました︒
そして丁寧に愛情表現をされていて︑
をしてしまいました︒

引きこまれてしまうほどの文面に感動
Ｍさんは大正元年のお生まれで︑父
と同年代でした︒そのことが何より興
も︑人はそれぞれ︑環境の違いは比較

た︒ご長男は昭和十三年に誕生してお

に結婚され︑三人の男子に恵まれまし

て︑愛情のあふれた文章︑昭和十二年

多くありましたが︑結婚前は恋人とし

た︒軍事郵便の版が押してないものが

な表現に︑驚きと戸惑いすら感じまし

現の豊かなこと︑小説に出てくるよう

になるものではありませんが︑愛情表

と国家の為に変わりが無い︒即ち二人

俺と同じことだ︒銃後たると兵隊たる

る家庭生活を為し得ないことは︑丁度

行致し居る故窒心せよ︒お前が円満な

も至極元気にて其の職責を遺憾無く遂

ん道とて無く手紙のみ許される道︒俺

前の並々ならぬ苦労厚く感謝す︒慰め

時も乍ら留守中に家事全腰に対するお

者が入れる︒︶

詞迄︒元気で居れよ︒︵※句読点は筆

事な写真を胸に秘めてさらば︒御礼の

り再び信念の日を送ることを誓ふ︒大

呉れて居るからだろう︒︵略︶本日よ

なった様な気がする︒心を清く持って

た︒お前も前より一段とハンサムに

へる︒シシ鼻の所迄似てる︒恐れ入っ

れて︑どの封書も便妻が七︑八枚あり

来のことまで︑丁寧に理想を書き綴ら

厳しく︑簾から教育のこと︑子供の将

られます︒夫として父として︑家庭に

い︒将来の幸福こそ現在の後に約束さ

を見て自分の不幸をなげいてはいけな

云うのがあるが︑他人の幸福なる生活

欲し︑下見て暮らせ︑世の中のことと

の教え︑上見ればあれ欲し之欲し総て

の一身同体なる所以葱にあり︒昔の人

うらやましいこと︑父のことが重なり︑

と推測をしました︒同じ戦時下で何と

ことは︑どんなに幸せであっただろう

Ｍさんに二度の帰国が許されていた

影の篤眞有難ふとても優秀に撮れて居

して待とうではないか！︵略︶一月撮

んでした︒Ｍさんは台湾での事業を夢

苦労をした母を思わずにはいられませ

Ｍより

ました︒筆字も素晴らしい方で︑八通

れて居る︒お互に其の時をじっと我慢

Ｍ様

致します︒

が筆字でした︒その中の一通をご紹介

た︒坊やも俺に大分似て呉れた様に考

としおです︒

年は戦後セナ年を迎えました︒感慨ひ

とを深く感謝しております︒そして今

指導︑ご協力を頂き解読できましたこ

になりました︒また会の先輩方々のご

た︒鈴木さんの優しい支えが大きな力

重なお手紙を拝読させていただきまし

いておられました︒素晴らしい方の貴

元気でいたら︑幸せだったるっ﹂と咳

鈴木千代子さんは﹁いまＭ兄さんが

した︒

重なり︑戦争の酷さを思い知らされま

ばかりであっただるっと︑吾がことと

ました︒奥様︑ご子息の悲しみはいか

の南方行でフィリピン沖にて戦死され

しくなり︑昭和十九年十一月に三度目

見ておられたようでしたが︑戦局が厳

昭和十四年二月十五日

ＭさんからＭさんへの手紙

手紙有難ふ何時も元気何よりだ︑何

■ﾛ■
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味を持ったことです︒同年代であって

日記塾風景。 （左）長田松代さん． （右）鈴木千代子さん

平成27(2015)年6月13日
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浪嘩一椥巨七︵昭冊叶一痘嘩ゆ

﹃昭和十二年新日記︵乙︶﹄︵定価一円︶︒

にする時は︑己が最も好まざる商売

余りに非刺激的なり︒所謂か麓る沈

◆田舎の生活は単調なり︑無味なり︑

遂に現代の文化に取残されて︑日進

滞的雰囲気に長く浸り居る時は人間

◆此の四五雫金に汲々たる生活を

や実に此処に尽し難きものあるなれ

に依りて其日︑其日の生活を営まざ

続け居れば新春碧頭︹ママ︺︑大枚？

ばなり︒︹中略︺何れにしても未だ

二塁垂を通じて︑東皐をはじめ都

るべからず︒然も其の心的苦悩たる

を投げ出だして旦蕗貝ふも出来ず︑

吾は安任の地と窒任の策とを得る能

市的な空気に触れている平野さんの目

購入したのは二月も半ばに入った頃︒

何時も此の時期後れとなりて安値に

世に生の衝復を続くるなり︒︵三／八︶

わず︒暗黒の中を模索して此の浮き

ら這腫︹こんな︺にまで鉦厳な時を

◆若し︑自分が確定した職を持つな

的﹂畢挫叩的﹂なものとして映った︒

には︑函唇咽農民のあり方は﹁非刺激

ず︒︵四／二︶

月歩の社会と歩を共にする事能わ

日記には︑日々の﹁汲々﹂とした暮

至る待ちて買ふ有様なり︒︵二／二○

らしぶりや︑そのなかで三十代青年が

屑屋怪１号頭開匹の二間星に墳工

い︒必ずや此の一生に於て快心の何

も︑吾が体内に流る強血汐は変りな

の中にあっても︑逆境の中にあって

自身の﹁生活の琴碆を﹁開拓進展﹂さ

消さずに済むであらうに︒然し不遇

抱いた率直な想いが書き綴られている︒

当時の平野さんは︑化粧品の行商︵本

事かと思ふと些か憂謹になるけれ

男︑今は一日五六拾銭の縄ないが仕

者たらんとの野望に燃えてゐた此の

◆少年時代は一世を風廓する大成功

そんな暮らしのなかで︑平野さんは

弓生活の途﹂を求めて

人は﹁商売一と表現する︶をしていた︒
◆宣閥ぺ久下田︑下館と進みノ︑て︑

現在︑平野班では︑敗戦一食迷縣戦中．

せようとする︒

今朝栃木の片隅にありし身は︑午を

﹁商一浬の不振のためか︑下
下平
半期に

一実家での暮らし一

唖一噸一唖

召集令(12日）
明治節(3日)、祖母が死去(22日）
兄一家が九州に引っ越し(2日)、火事を見物(21日）

る︒︵三／二︶

事かを成さずには死なぬ積りであ

を塁鞆蹴壁Ｅ︑まとめることを構想中○

戦後の十数年間を中心に平野仁蔵日記

過ぐる僅かにして已に茨城の西南端

￨耀瀦&溌祷鑿驚瀦↑日)

移赫苧去段は自転車︒

その一環として一九三七︵昭和十二︶

に位置せり︒昔時は︑懐へば水盃を

なると実家に滞在すること

汲みて江戸に向ひしとか︒恵まれた

さんにとって︑実家や家族は既

が圧倒的に多くなった︒平野心

いわい日記塾﹂で報告した︒今回は︑

り文明開化︑現代は万人の商具たる

￨煙草検査(24日)、親戚が死去(30B)

墾亟相

神武天皇祭(3日)、大岩観音見物(24日)、弟の
徴兵検査(26日)、総選挙立候補者澳鋭会(26日)、
天長節(29日)、総選挙(30B)

年の日記について︑第七十三回の﹁わ
その報告をもとに︑当年の平野日記の

自転車を以てしても尚一日にして東
京の繁華に接し得べく︑若しそれ自
瞬にして三十︑五十里程は往復する

動車飛行機のスピードを利さぱ一
を得くし︒︵三／二七︶

辺

平野さんは︑そんな実家桐

り︒黍︺／二四︶

◆蒸し暑く騒々しき家な出
れど︑矢張り家には家の強
楽しみあり︑安らかさあの

﹁楽しみ﹂や﹁安らかさ﹂を執
与えてくれる存在であった︒来

特徴や至型﹈弾︶私なりに紹介したい︒

◆印以下の文章は日記からの引用○日付

は漢数字で︵月／日︶と略記︒︹︺内
は引用者の注記︒

かく︑﹁商一浬自体は不景気のために

だが︑その頼もしい﹁相棒﹂はとも

一九三七︵昭和十二︶年当時︑平野

｜当時の平野さんと日記について一

仁蔵さんは満二十九〜三十歳︒独身︒

の現状や将来に対する複雑な想いが綴
られている︒苦悩や諦観︑希望などが

振るわなかったようだ︒日記には︑そ

と︑栃木県芳賀郡小貝村杉山︵現在は

化粧品の行商のため︑墓足十込の住居

四四

4月

大I読
和：む
入り混じった想いである︒

で農作業を手伝いつつ︑機械謹
縄ないも始める︒だが︑平野仁
さんにとって︑実家Ⅱ田舎．野
農村での牛活は︑畷すしも満平
足すべきものではなかった︒

小学校の体格検査(3日)、陸軍記念日(10日)、
春季皇霊祭(21日)、義姉が男児を出産(24日）

島；記
；を
市貝町杉山︶の実家とを行き来して暮

◆一度実家に戻れば心暢々として何

等の苦も悩もなけれ共家を一歩外

3月

鯉

当年の日記帳は日本評論社発行の

紀元節(10B)、日記帳購入(16B)

③
らしている︒

9月

新聞購読開始(1日)、観音様の掃除(14日)、
再び動員令下る(15日)→出征見送り(21日)、
自転車鑑札付換(28日)、軍事講演を聞く(30日）
念仏講の軍事慰問金募集(5日)、俵検盃(7日)、
妹が女児出産(9日)、動員令下る(10B)、
台風(11日)、防空演習(18日）

8脂

甥が骨折(7日）
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に君臨せんとするの野望は未だに消

ることが多かったが︑戦争は度重なる

た︒この頃の平野さんは実家に滞在す
動員・召集という形で農村の暮らしに

共︑︹中略︺少年時代の野望︑一世
えず衰えず︑逆境と共に却って益熾
入り込んできた︒

りしが此の度は三十有余名との話な

を蹴る︒前回は本村に僅か六名位な

◆昨蒜動口臭や来るとの話に驚きて床

烈ならんとするを見るなり︒時来ら
機も到来すべし︒眼前の些細なる出

ぱ我にも亦必ずや花開き︑実を成す
来事に心を惑はす事なく︑忠実に生
り︒︹中略︺何処も彼処も只戦争の

我が皇軍を偲ぶ時些か此の身の柾泥分は思考す︒然して戦禍は幾変転︑
たるを覚ゅる︒身軍籍になければ戦拡大して遂には世界の統制へと押し
場に駆馳する勇士たる能わず︑財乏流さるシものには非ずやと思考さ
しくして銃後の後援も叶わず︑支那る︒瞳昭和の聖世に生れたる幸福
の暴状に憤迩の胸をたぎらせるのみに神国日本の驚異的世界躍進の姿を

である︒︵八／二︵︺我は見る事を得るものなり︒

◆昨夜の召集令は小貝村にて合計︵一二／九︶

二十四名とかにて杉山よりは川又道現状の﹁皇軍の苦戦﹂や︑今後の﹁戦
二郎君と平野政二君の二人なりと云禍﹂の拡大を予想するというように︑

ふ話なり︒我は兵籍になき身なればある程度冷静な目で戦争を見つめつつ

活の途を逼進し︑開拓進展すべき事
︵八／一五︶

︵一○／一三︶変の徹底的結果﹂を待望し︑﹁昭和の

此の軍国調の秋に話も出来す︒も︑戦争による﹁皇国の躍准匡と﹁事

話にのみ掩われ居る有様なり︒

◆今宵また召集令が来るとかにて農

に意を用ふべきなり︒︵一二／八︶

村も時ならぬ緊張に包まる︒夜の八

その方向性は︑﹁沈滞的﹂な農村か
つまｈ錘裂云で働くというものであった︒

ら脱却し︑﹁日進月歩の社会﹂のなかで︑

こうした劣等感や自己卑下にも拘ら卵蒜些に生れた﹁幸福﹂を噛みしめて

ず︑あるいはそれゆえか︑平野さんはいる︒そして︑求職活動で好感触の通
戦争に対して次のような思いを綴る︒知をもらい︑次のように記す︒

時少し過ぎ頃自動車来りて次いで自
︵一○／一二︶

は一向に捗々しからぬ様子なり︒大只管吉報︹採用の決産の至るを待つ

◆日支事変も此処の処︑新聞面にて◆身体曾委ロに入念なる注意をして

◆わが将来に対する希望

出征兵士の見送りや新聞記事︵新聞

転車の走り廻る音頻りに間ゆ︒

は八月から購読︶に接するなかで︑平

宝星地方にて求職
２︑地方工業地にて求職

野さんは︑世間に﹁戦事気分﹂が溢れ

１︑若干の準備金を用意したる後

４︑従前通り商売に従事︵八／二二︶

３︑家具工養成所塗装部入

皇国の躍進と事変の徹底的結果を他現在の境遇に悩み︑そこから抜け出

ならん︒我の待望するものは画期的るやうな予感がする︒︵一二／一四︶

方推察するに皇軍の苦戦か︑然らざてゐる次第︒重皐陥落も目礎に迫れ
れば一先つ待機の姿勢を取り居る事る今︑自分は星至福の一歩手前にあ

◆戦局愈々拡りて今や国内は上下を

てくる様子を記している︒

挙げ戦事気分充満の状態なり︒我が

こうして平野さんは十月以降︑求職
所から感触の好い返事が来る︒

活動を始める︒十二月には︑日立製作

にしてなし︒︵二／二︶そうと必死にもがく青年が︑自らの﹁幸

患の有鉦鍔確め治療をなし置くやう

詮衡をなす故︑眼病其他伝染性疾

く︒軍事講演を聴いたり︵八／三○︶︑

られず︑その雰囲気に呑み込まれてい

平野さん自身も﹁安閑﹂としては居

︵八／一七︶

１１Ｊ国ＩＩＩＩＩＪ１ＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ１
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◆日支事変も車皐攻略の大詰に来り福﹂な前途と重ね合せて﹁皇軍﹂の戦
て我が軍の圧倒的大勝は今や全で確勝を書き記す︒日々の暮らしのなかで
実となり︑あれやこれやと︑日本の民衆がどのように戦争に向き合ってい
けん制に狂奔せる世界各国も唖然たたか︑その一端が垣間見えよう︒

身独り寧んぞ安閑たるを得んや︒

にとの葉書が来てゐた︒︹中略︺今

﹁歩兵第五連隊の雪中行軍遭難始末の

◆助川の日立製作所より︑来春早々

れ共︑同時に過去の病気を想起して

書を読﹂んだり︵九／一︶︑戦局に関

此の通知を得急に心躍るを覚ゆ︒然
身体検査を危ぶむ︒︵一二／一二︶

するニュース映画や活動を見たりして
ただし︑平野さんの戦争への関わり
方の裏には︑個人的なコンプレックス
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も潜んでいたようだ︒

いる︵九／二五・二六︶︒

過去の肺病を思い出して身体検査に
不安を覚えながらも︑前向きな通知に
﹁心躍﹂った︒

当年の七月には日中戦争が勃発し

暮らしのなかゆ際塵匡
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を飲みつう父母と共に団らんする︒戦

を打ち︑カン／︑火のある炉辺に茶

萄糖の残りを平げて︑食卓上に並んだ

食ひ︑牛篝を煮たのを頬張り︑更に葡

んごうの飯を食ふ︒甘藷を食ひ︑豆を

水をして夕餉を造り︑七時半頃独りは

は共同のようだ︒帰宅すると︑﹁貰ひ

食事は︑朝夕目炊で︑台所・トイレ

その後両国の川開きを見ている︒二

八月一日には多摩川に行って泳ぎ︑

記している︒

れば六十円の入場料は安いものだ﹂と

時々はかく精神を純一無垢の境に遊ば
す事も大いに意義ある事であらう︒さ

試合に全く総てを忘れる陶酔の態だ︒

急を見物し︑﹁生れて始めて見るプロ

等が身辺には戦争による犠牲者もな

争も納り︑食糧事情も年々好転吾

食物は全く顔をひそむるに至る﹂︒そ

ている︒

く︑未窄唇黒菅の気掛り者もなく︑誠に

月二三日には︑神田の古書店街と雑貨

が︑それでも元日丈は餅を搗き雑煮位

恵まれたる境遇にあるものと云ふ事が

の後︑﹁疲れと眠気に襲はれ︑九時半

作る︒兎の肉入りの上味い雑煮に舌鼓

出来る︒．⁝・煙草と共に半日を暮し︑

では︑六月二七日に浅草松屋で﹁性の

店街を一日歩いている︒変ったところ

情も好転し︑独身者の正月を故郷で父

戦争終結から二年半がたち︑食料事

日︶︒

平野さんは内省している︵九月二四

いる︒

日記には︑物価の高騰に驚く記述が

Ⅳ︑インフレに驚く

続いている︒

﹁午後二時少し前頃アパートを出

を求めて帰宅す︒一寸品物を買ふと

ド買ひして︑更に神田駅前でライター

て︑三越に行き︑日記を買ひ︑ポマー

平野さんの趣味のひとつは︑本を読

Ⅲ︑娯楽

科学展﹂と映画﹁肉体と悪屋を見て

床に入りて日記を書き小使帳を記入︑

ンドのスヰッチをひねる﹂︵二月四日︶︒

新聞をよみ︑最後に煙草を吸ふてスタ

こうして一日が終わる︒このような日

四十二才の春︑第一日はかくも平和に︑

和やかに︑亦希望を以て迎へる事が出

常に︑我が人生が﹁身を結び□を見る

夜は疲れて︑湯に浸るや早目に就寝︒

見棄てたるものには韮すと思ふ﹂︵一

来たのだ︒独身者の正月も亦あながち

第六○号に紹介されている︒ここでは︑

村松洋一さんにより︑本誌第五九号と

は果して期し得らる事にてあるか﹂と︑

一九四八︵昭和二三︶年の日記を紹介

母と共に迎えた︒平和のありがたさを

月一日︶︒

したい︵二○一四年四月九日の第七四
平野さんは一九○七︵明治四○︶年

回日記塾での報告概要︶︒

二百︑参百円の金は直ぐに消えて終ふ﹂

︵一月六日︶

日には﹁深更︑人皆寝静まり来りたる

様子︑己れの部屋のみ電燈爆々と明る

一寸品物を買ふと百︑二百円札は瞬く

み︑字を書くことだ︒休日の二月二
る︒﹁硝子戸に当る風の音が強く︑お

く︑かシる時︑物を思ひ︑物を書き︑

間に飛んで終ふ︒千八百円ベースなど

正月休みが終わると︑出勤がはじま

あり︑

天気は好いに違ひないが︑何とも寒い

なれど︑如何せん︑明朝の早き出勤に

書を綴く︑誠に我が此の上なき楽しみ

四月三目砺丞県芳賀郡小買村生まれで

なった︒一九四五年二月から石川島

つかの星が残り︑皎々と月が中天に

様な気配だ︒外に出ると︑空は未だ幾
掛ってゐた︒案の条︑寒い風が吹いて

野球見物や映画をみることも楽しみ

な﹂と記されている︒

支障を来さん事をおそる︒儘ならぬか

ではないか︒自分乍ら驚いた次第だ︒

て見た所︑ナント五千円を超している

今更小面悪くなる思ひだ﹂︵二月八日︶

﹁夕刻は新宿迄買物に行って来た︒

員︶︑杉並区馬橋のアパート︑｜鳴荘

重工業に勤務しており︵第二工場工
から通勤していた︒まだ独身で結婚

ゐる︒思はず外套の襟を立てて駅へ急

だった︒五月一五日には軌式野球を見

の︑生活とは実に六ヶ敷いものだ﹂︵七

金はいくら有っても思ふ様に残らぬも

毎日の日課の一つである﹂とも記され

き込み︑時計を気にしっ塗会社に急ぐ︒

後楽園球場で︑金星対太陽︑阪神対阪

であった﹂記している︒六月五日には

こんな目云口だ︒所得税や非戦災者税

月三一日︶

﹁帰宅して七月分の支出を合計し

は一九五二年になる︒

今濠挫に入門﹂︵一月二七日︶とあるよ

曾根家の朝﹂を見て︑﹁仲々好い映画

物し︑二五日にはムービー銀座で﹁大

﹁何年か振りで父母と共に迎へる

いだ︒電車︑バスと経て七時二十五分
１．平和をかみしめる

うに︑とても早いのだ︒二八日には﹁五

正月である︒田舎は旧の正月が本当だ

はじまる︒

一九四八年の日記はつぎの記述から

時準起床︒冷たい飯を︑温めた汁でか

九四八年三月には満四一歳に

Ⅱ︑日常生活

かみしめているのだ︒

九四五年の﹁平野仁蔵日記﹂は︑

蝋鱒罰咽調
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など︑税金が高いのも悩みの種だった︒

Ｖ・煙苣巻き
生活が苦しいので︑家計補助のため︑

故郷から持ってきた煙草の葉を巻い
﹁煙草を巻く︒大凡百本許り︒已

て︑これを売る内職をはじめている︒

に倦む︒一千本纏めるのを断念して︑
代吉宅に向ふ︒：・・・依頼されし石鹸と

八百六十丈になす︒三時頃出掛けて千
煙草を置き︑代金一千七百円許りを請

″月

１１戸１９６１

二四日には司午后清水様に行く︒煙草

という人に売っていたようだ︒二月

千代吉というのは弟だが︑主に清水

るノー減って行く訳だと思った﹂と

食に三合の飯を食べて行っては米もみ

うじて残した︒二合五勺の配給で︑一

である︒かシる大船の新造試運転に

乗ったのは始めてだ︒長い海の上を微

速で動く︑真新しい海上の巨体を見て

一瞬︒たざ感激と歓喜に打消さるとは

何ヶ月か働いた苦しい︑辛い思ひでも

員一一つ﹂

此の舟に乗った人々の等しき胸中であ

日記には︑給与や労働運動に関する

Ⅸ︑給与と労働運動

﹁今日は一ヶ月の一番楽しい︑待遠

記述も多い︒その一端を見てみよう︒

しい給料日である︒賃上要丞諜結後の

いものである︒然し︑会社の都合で︑

第一回目給料は兎角心待ちの甚だし

税込み四千弐百五拾円の中︑賃上の部

その状況を見てみよう︒

の第二工場︵艤装関係︶で働いていた︒

平野さんは石川島重工業︵造船部門︶

塵︑油で真黒になって働かなくとも亦

い︒敢て自己言喫ふる訳ではないが︑此

ても此の石川島に余り長く居たくはな

を紗からず面曰くなく思ふ︒何れにし

の余りにも他人を省みぬ一方的な心事

いささか余裕が出るようになったよ

の金が残って居る訳だ﹂︵二月二八日︶

の金や何かで未だ懐中には二千円許り

ひ︑書物二冊︑魚十五円の買物︑淫早

中にして帰る︒：：．部屋代弐百円を払

た︒手取り︑金弐千弐百弐拾九円を懐

は矢張り何時も同じ丈の勘定であっ

丈は来月三日に支払ふ事になり︑今日

一月九日から住吉丸の甲板でウィ

Ⅵ．甘党で﹁大食漢﹂？

る﹂とある︒

平野さんは甘党だったようだ︒二月

活は厳しくなる︒八月二○日には一時

しかし︑インフレが進むなかで︑生

うだ︒

他に活きる途がある訳だ︒汚れを厭ふ

くづく嫌になる︒も少し恰好の取れた

入する︒

し︑一二月は越年資金問題でストに突

此処に働く人々の﹃心﹄を考ふるとつ

他方で︑艤装工事が完成すると︑達

﹁中田君達と共に住吉丸のウィン

てキナ粉をくるんで腹の膨れるま鴬に

甲板上の仕事は余り楽でもない︒それ

成感を感じることも少なくなかった︒

チ︑メタル取替作業︒時折雨降り来り︑

食べた﹂とある︒三月一九日には砂糖

に雨中何回となく現場１件筈丸甲板Ｉ

金要求で会社案を拒否することに決

の配給を受け︑小豆を煮てぜんざいを

間を往復し︑靴はしみて足冷たく︑汚

平野さんは︑体重四十六キロ︑身長

この労働運動や政治問題に対する平

野さんの態度・立場は労働者の意識を

次は三月二六日の記述だ︒

探る上で興味深いが︑紙数が尽きてし

れる手足と共に身体の始末に困る﹂︵一

﹁本即丸の準備運転︒八時半にドッ

一五三・五センチ︑胸囲七五センチと

クを出て遠く横浜近く迄行く︒我々の

まった︒他日を期したい︒

厳しい仕事だった︒

汗の娃智申が今始めて試みらる彦試運転

月一四日︶とあるように︑寒風の中の

二九日からは淡島丸にとりかかる

月二一日には︑﹁帰り途︑神田の﹁食室邑

で︑ホッケの開きを五十田許り求めて

小柄だったが︑ご飯は相当食べた︒六

腹いっぱい食べている︒

社会に︑雰囲気に暮らしたい﹂

訳ではないが︑名は体を云々の如く︑
ている︒

ンチ︑送風機︑メタルの取付作業をし

﹁伊岐丸のバルブ復起︒村山班長

ように記されている︒

も少なくなかった︒三月四日には次の

厳しい労働の中で︑不満に思うこと

Ⅷ．職場での不満と喜び

識蕊

二五日には昇口味剤の配給があり︑早

Ⅶ︑石川島での労働

記している︒

ふ考へだったが遂出しそびれて︑此の

平野仁蔵日記原文

速すゐとんを造り︑それに甘味をつけ

次からにしてもらうやうに話して帰

1948（昭和23）年11月13日

;

帰宅︒夕食は四合程煮てあと一食分辛

ＦＩＩ

／ヨ

一千本持今毫此度は拾銭値上げして貰

帰る﹂︵一月一八日︶

取り︑其中百円丈手数料として置きて

，
1

田中順子

私の読んだ平野仁蔵日記

四十八歳の平野さんには造船の仕事

｜掛鞘潔課脆蕊譲

智子を抱いて大急ぎでラヂオ店にテ

子の成長振りを書き付け一日を振り返

り︑家族に当ることなく︑会社でも淡々

た︒ペレスのＫＯ勝ち︒

レビを見に行った処︑丁度五回目だっ
七月ニェハ日

日付︶と念棚しているが︑独身生活が

論つけようとする︒﹂︵二十七年五月八

気自分一流の消派滴応境︑陰気に結

八月四日

八月二十一日

やっと世間並となった︒

人間味たっぷりで素直で楽しい︒給料

四十七歳で父親となってからの記述は

長かった平野さんは四十五歳で結婚︑

似も結構でき︑丸々と太り昼間は粥の

智子の育児日記・目親ノ写真ヲ判

何んとも日曜日は楽しい︒

ン・他人のマネハタイテイスル︒動作

ン・オバチャン・アンチャン・オネーチャ

別ス︒口父チャン・母チャン・オジチャ

るく︑皆の質問に気軽に答えてくれた︒

百歳ちかくの晩年で︑﹁古文書﹂に明

二月六日

日には﹁毎日此の混乱の中で働き続け

我々勤労者は﹁八時間労働﹂という

している︒

るのかと思うと厭になってくる﹂と記

十月二十六日

給料日○残業八十二︑五時間︒高島

その時﹁百歳にもなると頭がごちゃ

いをすることができた︒

十一月一日

野さんを尊敬し大切にしていた︒命唾

思い出す︒代表はじめ会員の皆が︑平

返答に大爆笑︑大拍手となったことを

も忘れません﹂とユーモアたっぷりの

ごちゃですが今日の日のことは死んで

家に帰って夕食を済すと何時もの如

日記原文︵昭和加年︶
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和雄確越躯那

く智子相手に大騒ぎして︑そ れからラ

屋に寄り智子の人形を買って帰る︒

平成丁九年の﹁つどい﹂で百歳のお祝

ハトポッポ・カイグリ・ムスンデナド︒

三月十二日
智子︑三︑四歩くようになった︒
四月︲エハ日

確りと立ってヨチョチ歩く︒

足トコトコカケ星プ走ル︒

回位の日曜出勤もありこれも収入にな

しかし結婚二年目︑昨年一月二十九
日誕生した長女智子ちゃんの成長を見
守り生活に張りがでて︑その記述は父
親となった喜びにあふれている︒
四月圭上ハ日には﹁帰りのポケットに

はキャラメルが入っている︑そんな身

帰りのポケットには智子へのキャラ
メルが入っている︒

ユヨ

今号は当時としては晩婚で四十七歳

ヂオを聞く︒

十二月十日

○■

となった﹂と記している︒

吾は今となって帰りに子供のお土産

最上の人間の生き方なのだ

考えてみればこれが即ち
五月十二日

ろう︒﹁健康﹂と云ふものを

を懐中にして喜ぶ身となった︒

縫い直したセルを着て寛ぐ︒何年振

年越資金でる︒今日は仕

失しわない限りに於て︒

五月二十八日

事は上の空︒心は専ら越年

りかの心地する︒

給料日︒︿蕊性に向ふ足取りも何時も

階

叩哩扉瑠革鋒加哩ご旬恥鞠蕊

ヨ

で父親になった平野さんの子煩悩振り
をお伝えしたい︒

◇家庭生活からの抜き書き

轡穿薙瀞

と違って活気がでる︒時間外五十三時

資金のみに走る︒三時半終
業︒四時に金を貰って計算

卿鋳礁ゞ

五月三十日

書を見ると案外おおかった︒

間平宅総額二万三肝九百円○

智子ちゃんのイメー智子一歳の誕圭

白井・ペレスのリターンマッチ︒

両

るので如何ともしがたい境遇だ︒

基準を有しながら毎日の残業︑平均二

私がお会いしたのは九十代のはじめ

み夜はミルク︒一年はまったく早い︒

パー︶一四︐八○○円月賦で購入︒

購買でラヂオ︵ナショナル六球ス

町医者は駄目だ︒

と働いていたようすが伺える︒

￨リ

智子身田湿疹︒慶応病院へ︒

ー

日には妻子へ︑お土産を忘れない︒

四十八歳︵上︶・父親になる

昭和三十年

輪
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はかなりハードなものだった︒九月十
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