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つどいにしたい今狸気にがんばります﹂戦後の日記に学ぶ﹂をテーマに行った示にも関心が集まった︒後期高齢者か

室

生に褒
私は小学生時代に作文を先生に褒
になっ
められた時に書くことが好きになっ
た頃か
た。結婚、育児を一通り終えた頃か

るいろ
ら着付け、書道に熱中し、いろいろ
表には
な出会いを重ねてきた。島代表には
j会い、
｢生涯大学」で生徒として出会い、
された
日記にかける思いを熱心に話された
り後｢と
ことが強く印象に残った｡その後｢と
分史を
どろき公民館」での講座「自分史を
を見つ
書こう」講師に島代表の名前を見つ

ことへ
けて迷わずに受講した。書くことへ
日記も
の熱意が掻き立てられ、また日記も
で「白
書き始めた。そんな時に店頭で「白
た◎毎
い本」 （二見書房）を見つけた。毎
日つける日記から好きな漢字を一字
を一字

れたこ
くことが上達の道」と教えられたこ
ともきっかけになった。平成18年
218年
ら「日
元旦から始めたが、4年前から「日
110回
記ろまん」に掲載を依頼され10回
･今回
の連載を終えることが出来た。今回
H、 「プ
｢一字日記」 13冊、日記2冊、
ラスアルファー（自由日記）も展示
も展示
気持で
して頂いた。感慨深く感謝の気持で

’

．⁝吉見義明

日記﹂一九四八年

鋸纂錫

日■

一

も短いような気がする﹂全ハ月三十日︶

感︶︒﹁戦争破棄平和国家の夢は餘りに

朝鮮戦争勃発の年ならでの感慨︵忌避

読む﹂︵十一月四日︶２．戦争と平和

借りて来たパール・バックの早翁響を

読む﹂︵二月十九日︶﹁機械課文庫から

書雪軍の中で﹃石理在差払筆壁を

二点に関心を持った︒１．平野さんと読

世相をうかがい知ることが出来るが︑

画鑑賞労働争議の記述も多く当時の

の自炊生活︑忙しい合間を縫っての映

職場での喜びや不満︑帰宅してから

﹃平野仁蔵日記﹄ 九五○年
から歴史を読む⁝伴野文亮

労働の苦労と喜び︒

月十一日︶４．インフレ︒５．職場での

き出勤に支障を来さん事をおそる﹂︵二

き楽しみなれど︑如何せん︒明朝の早

物思ひ︑物を縮く︑誠に我が此の上な

己の部屋のみ僅々と明るく︑かかる時︑

枢蕊禿﹁深更︑人皆寝静まり来たる様子︒

ずと思っ﹂︵一月一日︶２．日常生滝３．

正月も亦あながち見捨てたるものに非

以て迎える事が出来たのだ︒独身者の

日はかくも平和に︑和やかに︑希望を

和の受け止竺凡﹁四十二歳の舂第一

日記から五つの柱を考えた︒１．平

︷菫

一杯である。
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伊藤伸子さんから祝辞を戴き︑続いてが上がった︒でコンパクトに語ってくれ︑参加者は

☆﹁十九周年のつどい﹂が六月十三つづけて﹂と題して日記との縁を落ち
日︑八千代市南詣服箕センターホール着いた口調で堂々と語られた︒展示頂普段は二時間の内容をつどいでは各目
で︑百名もの参加者を得て盛大に行わいた﹁一字日記﹂は墨跡美しく見事な十分間に短縮し︑発表した︒十三人の
れた︒まず秋葉就一八千代市長さん︑もので︑じっと魅入る人から感嘆の声発表者がそれぞれの思いを自分の言葉
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に心あつめて
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豐戦中戦後の日記に学ぶ﹂︽
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千葉県八千代市

島が﹁来年は二十周年︑豪華絢燗たる﹁日記熟濡集編﹂は前年度に﹁戦中最後まで集中して聞き入っていた︒展
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と挨拶した︒日記塾五回︑﹁聞かせてあなたの戦ら壹雫子供まで総動員の多彩な発表
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女性の日記から学ぶ会
代表島利栄子

また古川喜代子さんは﹁日記と歩み中戦後二回をまとめて披露するもの︒に︑大きな拍手が続いた︒

体験談｢日記と歩みつづけて」

ｙｆ恥Ｔもｊ４彫４Ｙ ＃砧マリｆも￥砂ｆ恥Ｙ串彩も￥砂ｆ池Ｔリヅも￥妙ｆ池Ｔやｆ４ｖ砂苧弛Ｙγｆも￥

一

こうと
拾い出しこの白い本に筆で書こうと
毎日書
思いついた。書道の師より「毎日書

平成27(2015)年10月14日

日記ろまん
(1)第63号

鈴木せつ子さん書簡﹃父の教え
母の愛兄弟との絆﹂⁝長田松代
昭和十八年せつ子さんが飯田女に入
り父母から書簡が届くようになる︒立
になるよう願う文面である︒しかし︑

派な皇国女性になり︑勉強をして女医
二十年に次兄が戦死し︑二十三年に父
子さんの戦後は介護就職と激変した︒

が急逝︒次いで母も病気に倒れ︑せつ
戦争がなかったら⁝と︑私自身も父親
にはいられない︒﹁諸先生の教えを守

を戦争で亡くしたので︑平和を願わず
り立派な皇国婦人となり︑戦線の兵隊
さんと同じように皇国にお報い参らせ

る橇懸命な御努力︑くれぐれもお願

二十二年︶を読む⁝大木めぐみ︑

宇司ｌｌｌＩＩＩｌｌＩｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌＩｌｌＩＩ缶

飯塚とみ日記︵昭和二十年〜

飯塚日記は昭和二十年七月から平成

ｌｌｌｌ君
烏

荻原利花︑田中祐介︑柳井三津
Ｆｌｌｌｌ

るが︑今回は昭和二十年から二十二年

元年まで六十三冊が会に寄贈されてい
までの日記を四人で読み解いた︒戦中
て学業を断念した口惜しさ︑しかしつ

から終戦直後の日記には実家を焼かれ

の心の揺れと生活︑また慣れない電話

きせぬ文学への憧慢など思春期の少女
交換手の苦労︑苦しい食糧事情もしば
しば記される︒戦後の国家への不信感
も随所に見られる︒﹁聖戦もへったく
れもあるものか︒ああ︑特攻の若死に
の八年間も水泡にきしてしまった﹂︵昭

も無駄︑我々国民の苦難困窮のいばら
和二十年八月十五日︶

﹃聞かせてあなたの戦中戦

後﹄鈴木千代子さんの戦中戦

印

後⁝⁝小薗崇明︑比江島大和︑
舟津悠紀︑伴野文亮

：︒﹂企画の第三

西村榮雄︑松本喜美子︑塚本昌芳さ
んに続く﹁聞かせて︒

段である︒含貝の鈴木さんの日記と平
合わせながら︑ご自身の体験・記憶を

成十年に出版した﹃石琿些を照らし
伺った︒鈴木さんの戦後は大変な食糧

事情その中で体調を崩した母親の介
護をしながら熱心に洋裁を学んだこ
話があった︒

左から小薗さん胴ちゃん)、舟津さん、鈴木さん、比江島さん柳井三津さん荻原利花さん大木めぐみさん田中祐介さん

’

と︑その当時の苦労や焦りについての
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い叙します﹂︵昭和十八年十二月十二日︶

﹃松本幸日記を読む﹄主婦の戦
後⁝⁝島秀光︑松本喜美子
軍人を夫に持つ松本幸さんは戦時下
の日記と変わって︑家庭を中心とした
日常生活の記述が多い︒一家四人の毎
年の誕生祝い︑家庭野菜つくり︑購入

食材配給︑料理︑編み物︑各人の体
調などである︒戦争に関わる感想︑地
い︒軍人の妻としてのプライドで戦争

域社会への参加の記述は見当たらな
に関わる思いは胸の中にぐっと納めて
しまったのだろうか︒﹁誕生日と声を
くれぬ故︒おいなりずし︑カスタード

高くして宣言しておく︒誰も頓着して
プリン⁝当時としては墨局のご馳走に
てなり﹂︵昭和二十四年五月十九日︶

島秀光さん、松本喜美子さん

司会・渡辺明さん
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秋葉八千代市長と島代表。なごやかにトーク

る︒一面には会の活動の歴史を伝える

記目録作成作業を︑八月から新図書館

マ

モダンな配色のグループ学習室であ

★今回の協力は準備期間も短く含貝の

学習室へ移した︒広々としたグループ

−

展示を︑一面には八千代市の宝ものと
いえる﹁平野仁蔵日記﹂全七十冊を展
示した︒一日から五日までの期間に約
百七十人が訪れ︑平野日記に驚嘆︑感
熱心に平野日記を紹介した︒

動していた︒村松洋一班長は日参して
★四日には弦栗市長と鳧唾表のトーク
﹁日記と歩む過去・現在・未来﹂が行
われた︒約四十人を前に市長が活動の
動機︑歴史︑意味︑課題などを質問し︑

島代表が答えるという気軽なもの︒会
員も多く応援に駆けつけ率直な意見を
出した︒最後には﹁会の活動は全国的
い催しを見て益々そう感じこんな活動

で誠に意義深いもの︒今回の素晴らし
が八千代市内にあることを誇りに思っ
の活動の場︑展示の場︑保管の場にな

た︒今後は八千代市がこの図書館を会
れるよう応援してほしい﹂という意見

リーが完成し︑七月一日に開館の日を

はあったが︑多くの市民に会の活動を

皆さんへのお知らせも不十分なもので

したい﹂と答えた︒

も出された︒市長も﹁出来る限り協力

迎えた︒開館を祝う様々な行事が催さ

★八壬垈里坐中央図書館・市民ギャラ

れたが︑当会もそれに協賛し﹁日記

の川と緑に囲まれた静かな環境で︑乳

これを機に従来島宅で行っていた日

知ってもらう良い機会となった︒

幼児・子供から高齢者まで幅広い層が

でき願ってもない環境︒今後︑ここで

学習室は参考図書も揃い︑軽食飲食も

ショーを行った︒新図書館は新川沿い

展﹂と秋慕瓢一市長と島代表のトーク

学び合える場であるように設計されて

たい︒

の学習が軌道に乗るよう対応していき

いる︒閲覧席も三百五十と千葉県下二
番目に多く︑軽食もできる︒

7》レフ学密雲

｢八千代市にこんなすばらしい日記が!?」

二言一三一一 、
＝

聟誼筈乙
八千代市立中央図書館開館記念
日記展と市長。代表トーク
★私達が日記展を行ったのは白と赤の

班。、

日
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日記ろまん
(3)第63号

一九五○︵昭和二十五︶年の

平野日記を読む

葵ｋ公全ハ十円︑石鹸五十円︑卵一個

したことなどが記されている︒

働をしたあとである︒平野さんの知的

当時の平野さんは︑向学心に満ち満

たことが読み取れる︒

りわけ英語の学習意欲を強く抱いてい

月五日︶を食べていたことが日記には

とキャベツを共にいためたもの﹂︵四

べていたことや︵三月十五日︶︑﹁豚肉

かがえる︒このほかにも︑お汁粉を食

きるための活力を養っていたことがう

ずとうどんを食べることで︑明日を生

に出食すと恩ふ故︑終戦以来五ヶ年︑

でおかぬと後日大いに困るやうな事

英語丈はどうしても︑もう少し学ん

くて仲々恩ふやうに行かぬ︒然し︑

の勉強もしたかったのだが慾許り多

少々英語を学ぶ事にした︒機関々係

ず餘り睡くもない戒それから亦

六時半頃に家に戻り︑身体も疲れ

が垣間見えよう︒

立壬青年だった平野さんの教養の高さ

文に文学が溶け込んでいるところに︑

日記に綴っている︒何気ない日記の一

一部を引用しながら︑実生活の苦境を

らざりぢつと手を見る﹂という短歌の

たらけどはたらけど猶わが牛活楽にな

ここからは︑仕事から帰った後に英

埋苔さう︒︵十月二十四日︶

なんかの醤を開いて読むことにする。自分の落付
いた読書の時間はこれ丈である｡」と、出動前の電

車内でも読書をしていた

に掲げありし原稿の文字を記憶記憶深く感じて、

い山脈﹄を著した石坂洋次郎による︑

﹃石中先生行状記﹄は︑青春小説里月

だったことがわかる︵表参照︶︒

とって書物が日常的にありふれたもの

日記を縮いてゆくと︑平野さんに

◆読書の日々

霜懸杢

また四月十日には︑石川啄木の﹁は

しい生活のなかにあっても︑勉学︑と

ちていた︒三月九日の日記では︑﹁英

欲求の一量ｃがうかがえよう︒戦後の厳

食にウドンを煮て︑肉のおかずに腹

語と習字をもう少し本格的に学び度い

罫藝墓

一杯に食べ︑明日の活動のエネル

と二百田余の買物をして戻った︒夕

ギーとなす︒︵二月五日︶

がどうにもならぬ﹂と述べている︒

言葉に感銘を受けた旨記

当時の平野さんにとって︑肉のおか

多分に其気持にて此の日記を記す｡」と、三木清の

綴られている︒

間の休日があった︒休みの日︑平野さ

鰻伴野文一ゞ

んは家でゆっくりすることも多かった

今度々々と遂に果し得なかったのを

今回は︑第七︲エハ回日記塾︵二○一四

働きづめの日々のなかにも︑つかの

九五○︵昭和二十五︶年の平野仁蔵

年十月八日︶での報告をもとに︑

語の勉強をしたことがうかがえる︒本

が︑外出して映画を屋悪皇９ることもし

人は﹁身体も疲れず餘り睡くもない故皀

た旨記戯（誓名は不明)。

というが︑労働者として一日中因体労
文芸春秋を読む。
文芸春秋を読む。
｢乱れた醤物を一々読みさして」と、読誓をしてい

有楽町にバスを下りて︑ムービ銀

6月10日辻政信の「ガダルカナル』を読む。
6月12日文芸春秋を読む。
7月18日『チヤタレイ夫人の恋人』を読む。
7月21日『チャタレイ夫人の恋人』を読む。
7月23日『チャタレイ夫人の恋人』を読む。
8月1日 『チヤタレイ夫人の恋人』を読む。
8月3日 rチヤタレイ夫人の恋人』を読む。読了し、河上肇
の『第二黄乏物語』を読み始める。

ばしばあったようである︒

座に入った︒本日封切りの映画﹁エ

読書をした旨記戦（書名は不明)。

日記の内容と︑その魅力の壷麺往紹介
が︑史料用至顎厄てそのまま使用した︶︒

欝名など

したい︵文．項差別閣な表現がみられる

︵中略︶夜︑床中の人となり︑吾が

' 1 1月7日,￨小説を読む。
'11月12日￨読書をした旨記戦（警名は不明)。

デンの海﹂を見て八時半頃帰宅した︒

歩み来し一日を省みて其の感情や如

11月5日パール・パックの『大地』を読む。
'11月6日小説を読む。

当時の平野さんは︑石川重工業に勤
時折煙調を崩しながら単身労働者とし

足式か憶々・牢︲月十四日︶

何︒四十を過ぎし異映画を見て満

11月4日パール・パックのr大地』を読む。

務していた︒まだ結婚はしておらず︑

いプロフィールについては︑前号までの

この日平野さんは︑有楽町の映画館
で︑若杉慧の小説を原作にした映画﹁エ

デンの海﹂を鑑賞した︒夜帰宅して

『潜行三十里』を読む。

て生活していた︵なお平野さんの詳し
﹁日記ろまん﹂を参照されたい︶︒

◆平野さんの日常生活

から布団の中で感傷に浸る姿にも︑つ
かの間の休日を満喫したことがうかが

︻食事︺

食事は︑ほぼ毎日︑うどんかパンを

｢二三日前書庫に於て、三木清著作集を繕き、巻頭

4月21日

｢新聞が未だ配達されない時は鞄の中に入れてある
4月15日

日記に啄木の短歌を引用。
4月10日

『石中先生行状記』を読む。

酌一︾｜︾｜︾一部一唖

『潜行三十里』を読む。

6月7日

’
える︒日記にはこの他にも︑大相撲を
観戦したり︵五月十五日︶︑弟・千代

6月5日

醗

食べていたようである︒ある日の夕餉

吉さんの家に遊びに行って休日を過ご

5月28日日比谷図書館に行った旨記戦。

靭
終業帰宅の途上︑豚肉五十円︑牛

5月26日『転落の歴史』を読みながら過去を回顧。

「

をのぞいてみよう︒

《平野さんの読書履歴》
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のあり︒畿度か読了の行を再読して

勇士の名文に接して感愈々切なるも

併存するものと考へられる︒帝砺哩

の晴曇の如く到底払底し能はずして

心の動揺は︑正直の所無い訳ではな

かを熟知して居る︒従って︑多少の

自身の疎開体験をもとにした小説であ
る︒この日は︑弟・千岼些口さんの家へ

いが決して腰を浮かして右往左往す

いてもおぼろげ乍ら戦時中の淡い祷

るやうな事はない︒運命生命に就

りの名残りは未だ胸奥に判然と残っ

敗戦を経験し︑戦後を力強く懸命に

南北鮮の紛争は︑段々と本格化し

生きようとする一人の人間の姿を看て

ろかじ︒全ハ月三十日︶

も次第に重大性を現はし︑第三次世

て居る︒来る奉雲！空襲！我れおど

界戦の萌芽とも考へられる︒︵六月

取れよう︒敗戦から五年︑再び戦争の

て発展するらしい気配だ︒米英軍も

二十九日︶

で︑﹁来る空襲！空襲！我れおどろか

不気味な陰が忍び寄ろうとするなか

じ﹂と自らを奮い立たせながら︑平野

緊迫する朝鮮半島情勢を聞きなが

を意誠するようになる︒あの悲惨な戦

に思いを馳せる︒そこにみられるのは︑

さんは改めて犀謡争廃棄平和国家の夢﹂

壮絶な戦争体験を経て︑否それ故に︑

いる︲しこうした世情のなかで︑平野

さんは改めて平和の惨さ︑尊さを実感

である︒その切なる声は︑二度と戦争

切実に平和を希求する一人の人間の姿

警戒警報が発令されたと︑朝刊各紙

いう︑戦争の惨禍を味わった平野さん

ザ定甘口魔ひ参しゆく坊エ武︽酪津︾

がわたしたちに遺したメッセージだ︒

という過ちを繰り返してはならないと

セ農
コを
ヱ守
計︒目罫周倒型
空
襲受
当レ時
回争想

し乍ら︑不気味
なサイレンを味
は瞬ねばならな
いのか︒戦争廃
棄平和国家の夢
いやうな気がす

は餘りにも短か
る︒然し︑已に
我々は経験を経
た人間である︒

謄嚥叫燗証筵砿腱僻雌醗陦偲峰ば噂に脚

五ヶ年︑今や我々は再びあの凄惨な

は
は報
報じ
じて
て居
居るる︒︒
一平和を口にしてから

福岡︑祉戸︑八幡小倉方面に昨夜

する︒

争が︑いま再び現実に起ころうとして

ら︑平野さんは第三次世界大戦の勃発

共に行動して云々などシ新聞の記事

して︑此の世を形勢する要素なりと

人類の生存と︑争闘とは常に相畢型型

年である︒六月下旬の日記には︑緊張

線突破を大見出しで報じて居る︒冷

韓国の南北戦は︑今新聞面の一面

って居たが︑今此処に一大警鐘は乱

自分は思考す︒全ハ月二十七旦

止み得なかった︒

い︒他にも︑当時琴惹示処分となってい
■■ＯＢ一■ＨＵ０６ｒｐａ■日．︒ｇ■角■Ｂ命■

ガ例刷幽刻謝服

と向かう電車の中で同書を読んだらし
たローレンスの﹃チャタレイ夫人の恋
人﹄や︵七月八日・二十一日．二十三日．
八月一日・三日︶︑パール・バックの﹃大

地﹄を読んでいたようである︵十一月
四日〜七日︶︒

小説を読む一方で︑平野さんは戦争
に関する書物も頻繁に読んでいた︒

食事の前后︑﹁転落の歴史﹂の読
み残りを読み︑渦中の最も興味ある
伊太利の没落︑西欧第二戦線の展開

この日平野さんは︑読みかけだった

感が日増しに高まる様子が克明に綴ら

一九五○年は︑朝鮮戦争が勃発した

◆朝鮮戦争︑そして平和への願い

森正蔵﹃転落の歴史ｌ第二次世界大戦

全ハ月五日︶には︑﹁機関課文庫から借

して居たであらう︒何か次第に紛糾

戦の結果はかシる現象を将来に約束

夕刊を求むれば北鮮軍の三十八度

れている︒

用の異旧行三十里﹄を三十分許り床の

かがえる︒六月十日には︑同じく辻

ニューフエスであら︾Ｚ終戦以来︑

が拡大する性質のやうな予感がして

政信の﹁ガダルカナル﹂弓文藝春秋﹄︶

平和平和と除りにも平和になれて︑

あり︑機関課文庫から辻政信の潔恒行

を読んで次のようにコメントを残して

ならぬ︒全ハ月二十五日︶

いる︒

大佐の﹁ガダルカナル﹂今器毒脊秋︶

打され始ったのである︒案ずるに︑

とも思はれる位だ︒自分は常日頃思

を読む戦時中も︑墓壁惨なる戦闘は

畢章︑人類は此の地上に生存する限

会社への出勤電車の中で︑辻政信

此の侭ではむしろ人心惰眠に陥るか

三千里﹄を借りて読んでいたこともう

中で読んだなり直ちに眠りに就く﹂と

憶﹂を新たにしたという︒また別の日

の真相﹄を読み︑﹁過去の生々しき記

憶新たにす︒︵五月二十六日︶

等の項に到りて︑過去の生々しき記
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田中順子

9月16,000残業82.5時間

11月記述なし

皇

や桐喝によって工員の身体を駆使しよ

動の話しあり︒結局は我々が感じるの

と早く轄備せよ！と叫び度くなる︒

を挙げよ！と云ふ前に厚生方面をもっ

は労働強化以外の何物でもない︒生産

五月十四日

八月十三日

今日一日働くと明日は日曜日︒此の
頃身体の疲労を甚しく感じる為もあろ

残業徹夜と造船所の工員は全く健
康など無視して働かねばならぬ︒家に

うがつくづく厭気を覚えて仕方がな
い︒一年中騒然たる中で右往左往して

には中々の気苦労である︒然し詳細に

れぬ愉悦に浸る︒

究明し納得の行く時は何んとも云い知

一目笙心れて暫し陶然とするのである︒

九月十日

タイペイ号・ケー・ルノー号︵ＣＨＩＲＵＮＯ︶
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オライオン進水一万五千トン
ブイナ・フオーチナ号一万四千トン進水

らぬやうな元気な時
代なら此んな気持も
起らぬであろうが︑
一日の労働をやっと

力だ︒

持ちこたえる位の体
十月二日
六月から初めて手
掛けた新造船﹁鉄隆
の詳細を知らぬ自分
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見受けられる︒︵終︶

記述文のなかに文学的表現が随所に

心を大いに刺激したに違いない︒

大正にかけて発表され︑彼の知的好奇

田山花袋の﹃蒲団﹄等々が明治末から

量枕﹄﹃こころ﹄︑泉鏡花の肩裂不図﹄︑

春時代を皿狸﹂した︒漱石の﹃坊ちゃん﹄

デモクラシーの時代の牢気のなかで青

明治四十生生まれの寺全室目年は大正

全うし︑七十三冊の日記を適した︒

と激動の時代を生き︑百二歳の天寿を

語っている︒明治・大正・昭和・平成

う妄想になっているのでしょう﹂と

ると自分の足跡がとだえてしまうとい

のでしょうか﹂の問いに﹁日記を止め

のなかで﹁平野さんは何故日記を書く

号は平野日記の特集︒島代表との対談

平成十五年の﹁日記ろまん﹂二十五

おわりに

毎日此の混乱の中で働きつづけるの

かと思ふと厭になってくる︒これが未

だ若かったら如何に働くとも疲れを知
一﹃聖同函︒□くｊＪＩ守私・皇︒←４Ｊｆｆｙ４ＪｆＡ猟川一

１坐平野さんが手掛けた船Ｔｌｌｌｌ

び出す︒湧き上がる歓声︒造船技師の醍醐味だ︒

船はその巨体が海上に動く︒くす玉から鳩が飛

て時刻を待つ︒各船の汽笛︑吹鳴と共に新造

に搭乗︒二時半頃︑船上に乗りテープなど持っ

鉄隆丸試運転︵６／記から手掛けた新造船︶

釧路丸の給水ポンプ完全に失敗︒

ＬＳＴ︵職車揚陸艦︶が帰港︒

釧路丸︑補機関係の工事に入る︒

鉄隆丸︵新造鉛︶二万三千トンの仕事始める︒

風︵海上自衛隊︶・安国丸

極東丸・マーチャント︵フィリピン︶・あさ

者百人余とか︒

国鉄連絡船︵紫雲丸︶の衝突沈没事故︒犠牲

ＬＣＵのアラームテストで一日中働く︒

ＬＣＵの窮屈な船内で一日中働く︒

帰港す︒

汐路丸︑試運転︒本牧沖へ出て四時半会社へ

た︒今は米軍に接収されて居る︒

湘南製作所へ出張︵横須賀︶︒戦前に一度行っ

米軍上陸用舟艇

2/101/7

の読んだ 平 野 仁 蔵 日 記

昭和三十年

と違って活気がある︒仕事をしても苦

給料日○会社に向ふ足取りも何時も

五月二十八日

︵
下︶・骨身を削る思いで働く
四十八歳︵一

十月五日の記述には重労働であるが
やり甲斐がある仕事だと次のように記
している︒

にならない︒手取り一万九肝六百七拾円

て

を聞いて居ると血を流すやうな苦闘の

Lポｰﾅｽ総額ろ,300円税金6,072円手 取り19,200円

。。‐画■＝望
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暴秘埠船鉄隆丸の試運転○一時間早

12月19,900懐中に40000円有りゑ

也○帰り太泓テパートで智子のおもちゃ
＝

出して六時五十分入門︒鉄隆丸の試運

つ

8月20,000

10月記述なし

転に搭乗︒此処一︑二ヶ月全く骨身を
削る思いで働いた︒船が漸く試運転に
こぎつけた此の感慨は当事者以外に誰
れが解し得やう﹂

今号は昭和二十年十一月から働いた
石川島造船第二工場での様子をお伝え

六月三日

7月記述なし夏期手当14,200円貝

戻って涼しい夜風に吹かれ乍らラヂオ

g零

したい︒

一月二十一日

この頃八時のサイレンと同時に職場

6月21,940

午に班長氏からモデル・ショップ運

5月 ･晴圏外5"崎悶事を

うとしても能率増進にはならぬ︒

に行かなければならなくなった︒命令

4月記述なし

4ﾉ7

豊型::::燕霊
−1■■

、
働くのが何んとも堪えられぬのだ︒

日記原文(昭和30年5月28日）
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10周年のつどい

一
一合

０１１Ｊ〃

』

﹁日本日記クラブ﹂小谷信子会長から

﹁地道な活動に敬意を表する︒冥然性の

日記から学ぶ︿どのネーミングがぴっ

たりの活動︒社会に上手にアピールし

ながら質を高めている事に感嘆！﹂と

祝いの言茱を戴いた︒十周年の感動は

多くのマスコミにも注目され︑ＮＨＫ
が刻んだ記憶﹂の協力へと続いた︒

土曜ジャーナル戸女たちの戦争ｌ日記

子日記の里へ﹂

★﹁庶民の日記展﹂戸安曇野日記
展﹂﹁姫路平和資料館﹂﹁吉田得

この年︵十八年︶残暑の残る八月に

と合同で衷星の高橋書店で十日間開催

り出版を心に誓った︒

歓待を受けた︒得子さんのお墓にも参

戸内市邑久では正富瑞圃さんご一家の

﹁應氏の日記展﹂を﹁日本日記クラブ﹂

した︒日本日記クラブの皆さんと力を

会の大きな財産の一つが太平洋戦争

★戦時下の手紙への関心ｌ出版へ

合わせて展示したり交流させて頂い

た︒共に日記の魅力を信する同志だと

時代の手紙や日記である︒日記塾での

の共同認識も持てた︒残念ながら︑日

を通して出版への道が開けた︒平成

記クラブはこの後︑閉会︑四十年の活

翌十九年三月には信州安曇野で﹁安

﹃手紙が語る戦争﹄の出版を祝うこと

発表︑十二周年のつどいでの展示など

曇野日記展﹂を行った︒友人の石田
武秀氏の経営するそば処・信州坊主

んら戦時下の様々な之場の十一人の手

が出来た︒長田松代さん︑御前政明さ

動に幕を下ろした︒

を使って信州関係の日記をお披露目し

せ臨場感を出した︒戦争によって普通

一徳さんが撮影した実物写真を多く載

紙を紹介し︑みずのわ出版社長・柳原

二十一年六月︑十三周年のつどいでは

た︒本山修一郎氏など高校友人たちの

協力で賑やかな展示会︑華鰹髪云となっ

同六月には姫路市平和資料館﹁子ど

た︒

なった︒翌二十二年八月には佐倉一里

の暮らしがいかに破壊されるか︑平和

塚にて﹁手紙が語る戦争展﹂を開催︑

がいかに大事かを静かに訴える一冊と

その見学と︑吉田得子日記の里を訪ね

好評を博した︒︵次号に続く︶

子︑松本喜美子日記を貸し出したため︑

る旅に出た︒総勢十名を超える大旅行

もたちが記録した日常﹂展へ鈴木千代

だったが︑姫路では鎌田芳寛含貝︑瀬

13周年のつどい祝「手紙が語る戦争」
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一鰯３﹁女性の日記から学ぶ会﹄二十年の歩み一

島利栄子
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未来に続く活動をめざして
魔

〃〃０８１０ⅡＩＩＩＩ０１１０８０８０８０００８Ｆ９０８０Ｉ８００Ｉ０ｌ

︽中期Ⅱ︵平成十八年〜一千二年︶︾

平成十八年︒十周年を祝っ三つの事三つ目は特別号﹁日記ろまん﹂︵第

★十周年を祝うりで︑一千部発行︒無料配布した︒
業を行った︒﹁十周年のつどい﹂は松三十五号︶発行である︒二ページ増や
崎宗子日記を題材に戦時下での夫婦愛し﹁華麗なる十年﹂を見開きで作成し
を伝える朗読劇﹁黄水仙﹂の上演で祝っ活動の歩みを傭倣できる工夫をした︒

た︒さんぺいむつこさんら若い玄優ささらに日記塾︑史料班︑日記展︑会報
んの手による脚本・演出・音楽に今瑁砺と各部の活動を写真も多く入れて振り

は酔いしれた︒返り︑全国︿苔員からのメッセージも豊
二つ目は﹁女性の日記から学ぶ会﹂富に掲載した︒

関係資料目録を作ったこと︒歴史年表巻頭では作家遠山あきさん︑また山
と比較して見られるような個性ある作口県マッノ塞早庫王松村久さん︑さらに

12周年のつどい

大橋愛子さんキルト完成。会
員の名前が縫い込まれている

平成27(2015)年10月14日

日記ろまん
(7)第63号

第63号（8）

日記ろまん
平成27(2015)年10月14日

②

★つどい時の写真をありがと一乱しざい

ました︒平野仁蔵氏は読書家でいらっ
したと記憶していましたが︑氏の本の

のご臨席もありご盛会であったことお

★﹁十九周年のつどい﹂︑払栗市長様
岱表の近著﹃親なき家の臆つけ日記

歴が長かったものですから︒それと島

てうれしかったです︒私は図書館勤務

入手方法の一つが︿毒煙の二基淫と知っ

慶び申し上げます︒若い人が育ってく

★十韮挫笠則に〃見たこともない種娠を

信州坂北にて﹄は感動しました︒友人

蒔き始め︑花を咲かせ︑しっかりと根

ださるのは嬉しいことです︒日記ろま

た︒平野様の戦中戦後の日記からは同

︵八千代市・小山俊王

時代を生きてきたものには頷く点が多

エールを送ります︒二十周年を貝則に

付かせた島代表及びスタッフの皆様に

達に勧めます︒四冊送ってください︒

く︑また若い父親時代の日記からは子

垂舅二続けた尊さを︑そして日記の会に

古い私自身の日記を読み返し︑日記を

生き方に学びの多いことを願います︒

付を見て気付きました︒平成三年です

やってきた海塞杲甲合を手に取って奥

★先日マスコミの人が来て﹃山国から

帝原市・神戸典王

益々のご発展を祈念しま一％

おられる有り難さをかみしめておりま

敬服しております︒来年二十周年には

ね︒島さんが信州にこだわり始めて四

ださりありがと季裂しざいます︒楽しい

体調を整えてぜひ出席したいと夢見て

す︒︵京都市・大野英美子︶

会でございました︒﹁古川様の書﹂本

いま︷％環尻市告具聰付人︶

記活動も二十年になろうとは︒改めて

物を拝見して素晴らしさがよく分かり

★会報を拝読するだけの会員ですが︑

半世紀になるんですね！その中で日

ました︒つどいの当日お見せしようと

何時も皆様のご活躍に活気を頂いてお

★﹁十九周年のつどい﹂では大変お世

持って行った親友からの謹奎日のコピー

れていて驚きました︒それと何て難し

と読書のことが一枚の琶奎曰に詰め込ま

た︒実に魅力的な人物ですね︒含貝の

仁蔵日記のことよく分かってきまし

★今嘉迩ハ十二号拝読致しました︒平野

︵山口市・秋本シゲ壬

ります︒感謝しておりま一％

い本を読んでいたのかしらとびっくり

︵佐倉市・清水勇皇

皆様の健筆にも驚かされます︒

ります︒︵前橋市島畷滕伸王

もしました︒︷里￥図書館の昏缶豈示も送

女四年︶︒夏休み中の勤労奉仕と旅行

を送ります︒昭和十八年八月︵前橋高

話になりました︒早速写真を送ってく

ました︒今日の若いパパ達が平野様の

供達に向ける愛情が伝わり感銘を受け

んに平野仁蔵様の様々な年代の日記が

ひろ

Q

凶
櫛

発表されてお人柄が分かってきまし

’

=今、の￨O/ ≦≦今sSe/ ・一=Rge一一=､｡̲=ge‑̲．=､9e/ ．=I9e−−．−9

根尾睦子さん同四月

牛箭のご厚情に感謝し謹んでご皇鱈乞弥ります︒↑
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一笠原徳さん同一月

子さん同八月一

一師岡一郎さん平成二十七年一月宮原正幸さん同−月

−★会員ご逝去
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入会金；千円年会費⁝二千円

郵便振替口座番号００１１０．０．３５１５６０

★会費納入をお願い致します
振込先﹁女性の日記から学ぶ会﹂島利栄子

来年のことですが︑スケジュールに入れておいてくださいね︒

返信はがきを同封させて頂きます︒

詳細は三月中旬﹁日記ろまん﹂六十四号発送時に併せて︑ご案内状︑

○宿泊希望はウィシュトンホテル宿泊可能︒対応いたします︒

○お土産は出版本﹃二十年の歩み﹄

○会費一万円︵昼食付き︶

計画を練っているところ︒大勢のご参加を念じております︒

平成二十八年六月十一日︵土︶佐倉市ウィシュトンホテル・ユーカリ
にて行うことになりました︒ただいま豪華絢燗たる祝賀会になるよう

★﹁二十周年のつどい﹂

○二月十日︵水︶定例会︒﹃二十年の歩み﹄校正作業︒
○三月十日︵水︶定例会︒﹃二十年の歩み﹄校正作業︒

○一月十三日︵水︶二十周年に向けて﹃二十年の歩み﹄︵仮︶校正作業︒

十三時より︒講師︑演題は未定︒

○十二月九日︵水︶定例会︒特別講演︒八千代市男女共同参画センター

︑０９０．６０３８．６７４３

案内︒希望者は片岡事務局長へ︒

西口に十時集合︒当会青年部長代理・小薗崇明氏が

念館﹂﹁東京都慰霊堂﹂︵両国︶︒ＪＲ総武線両国駅

○十
十一
一月
月十
十一
一日
日永︶研修会．少し早めの忘年会︒場所は﹁東京都復興記

★今後の予定

圖圓囮
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