見える田畑や木々を眺めたりして︑朝
五時に原ノ町駅に降り立ちました︒冷
たい清々しい朝の空気を肌に感じ︑今
もその感触を忘れることができません︒
原町の今の錦町あたりにあった祖父の

小芋六年の疇朝鮮で終戦を迎える ックサックを背負ってつづき︑朝鮮の方 家の離れに︑一家八人の仮住まいの生
六十二年前の昭和二十年八月十五日の の憐れみの視線を感じながら官舎を後に活が始まりました︒
しました︒第三陣は︑全ての後始末を終
道路も水も電気もない開墾生活
終戦を︑小学六年生だった私は︑朝鮮の
え︑十二月に父が引き揚げて来ました︒
翌隻二月︑鹿島の父の実家の
大邸︵テグ︶ の駅長官舎で迎えました︒
太陽がギラギラ照りつける暑い日だった 第二陣の私たちは︑釜山での収容所生 山を借り︑開墾して家族全員で
ことを記憶しています︒
活を経て︑関釜連絡船にて住み慣れた朝 移り住みましたU道路も歪も
家族は︑大部駅駅長だった四十八歳の
鮮を後にしました︒下関港が使用不能と 電気もない据立小屋での生活U朝鮮での生
いうことで︑山口県の仙崎漁港に接岸さ 活 と は 大 き 肇 あ り ︑ 母 の ス ト レ ス は
父︑四十二歳の母︑子どもは男三人︑女
極限に達していて父の顔を見ると罵言雑
四人の七人で兄は二歳で亡くなっていた れ︑荒れた海を小舟に分乗し︑仙崎に着
ので八人の大家族で︑私は次女でした︒
きました︒その後︑山口市のお寺に収容 一司子供達にも同じで︑楽しい家庭生活
されました︒子供だったこともあって︑
は皆無に近い状態になってしまいました︒
三陣に分かれて日本に引娼げ
その終戦の日から慌ただしい雰囲気が 全てもの珍しく︑あまり苦痛とも感じな 母を恨んだこともありましたが︑今考
家中を充たし︑命じられるままに︑幼く
かったと回想いたしております︒ただ︑
えますと︑まず父は生活の水を確保すべ
して亡くなった兄の遺影のある仏壇︑七
母の疲れが極限に達していたため︑兄が きだったと思うのです︒家事をする母の
段飾りのおひな様︑父の文学全集等を︑
妹を抱っこしっづけて歩いたり︑私も何 苦しみを今あらためて思います︒思春期
かと世話をして過ごし︑今考えますと︑ であった私は︑ただ黙々と親に従い︑丘
庭や風呂場で燃やす手伝いをしました︒
轟だったと思いますが︑私たち家族は 新型爆弾が落とされたという焼け野原の 一つ越えた農家からの水運びや︑薪取り︑
朝鮮から日本へ︑引き裔りを始めました父は
広島を歩いたらしいのですが︑記憶とし 炊事と︑母の顔色を見ながらの生活でし
日頃から朝鮮の人々に親切だったので幸い襲
てあまり残っていないのが残念です︒
た︒私が枯れ木を一杯背負って帰ってく
後日︑母が十ケ月の妹を京都駅に置い る時だけ母は笑顔で︑﹁道子は薪取りがう
撃されることもなかったそっで彗
第一陣唱女性はアメリカ人に暴行されるて
とこ よ う か と 思 っ た と 話 し て お り ま し たまいね﹂とはめてくれるのです︒
い え ア マ が と び ︑ 董 業 し て い た 十 八 歳 が︑その妹も今年六十三歳で孫二人に囲
心にも大きな傷を負わせた戦争
の姉と小学主年生の妹の二人が官舎を後にまれて生活しています︒
女学校へは通わせてもらいましたが︑
しました︒第二陣は︑母が生後十ケ月の妹
富士山の姿にやっと安堵感を 物事を斜めに見る暗い性格に傾いてしま
い︑なかなか友人の中へ入ることが出来
を背負い
東海道線の汽車の中は︑復員兵で通
持てるだ 路まで一杯で︑歩くところもない混雑 ず︑心に癒されない傷を負い︑全てに無
けの荷物 でしたが︑静岡あたりで車窓より見え 理する自分になり︑心かト2日分を渠しむ
こともせず︑笑いを失った青春︒戦火に
を手に持 た青空にそびえ立つ富士山の姿に︑や
日
ち︑その つと日本に着いたという安堵の思いで は遭わなかった私ですが︑悔いが多く残
後に中学 胸一杯になった記憶は︑生涯忘れえな
ってしまいました︒このように人の心に
三年の兄 い想い出の一コマです︒
も大きな傷を残してしまう戦争だけは避
けなければと強く心に思います︒
と小六の
その後︑上野駅夜8時発の無灯の貨
私がリユ 車に乗り込み︑月明かりの中にかすかに
︵裏ページにつつく︶

法革案に影響を与え虎と

グラス・マッカーサー最

轡簡を送ったの埠米

孫たち﹂︶

なった︒書簡の日付は1

マーソン所員・ ︒文書は憲

HQ政治蔚間事務所のエ

自主的な憲法が
できた可能性も

法学者︑原秀成氏が米国 の上︑46年3月6日︑政

立公文書館で入手した︒ 府案として公表された︒
﹁憲法改正についての 鈴木氏は︑高野岩三郎
日本人の意見﹂と慮する 元東大教授らと7人で4 5
膏闇では︑新聞紙上で活 年11月に憲法研究会を発

めた報告善で′﹁OHQ革

憲法調査会が朗年にま七

り注目されず︑政府の旧

報道したが︑当時はあま

いる﹂と評価︒﹁政党内
閣が発展しなかったの
は︑大日本帝国憲法に原
因がある﹂との鈴木氏の

案の起革者にまって相当

発になっていた憲法学者 足させ唱．12月26日斎
らの意見を軍門
法革案要綱﹂をまとめ︑
鈴凍氏を﹁憲法改正の 首相官邸とGHQに提出
必要性を明確に指摘して した︒毎日新聞は1両で

主張に同調した︒

一方的に押しっけられた また︑エマーソン所員 碇重要視され参照され
のではない︒問題は当時 は﹁広い討禍や議会での た﹂．と壷の評価を受け
の世諭が研究会草案を 修正の轡雲量え︑新憲
た︒
評価しなかったことだ︒ 法が受容されることが重 尿氏は︑日米公文考を
国民や瞭覚が︑この案
調査し﹁日本国憲法制定
要だ﹂と琴見た︒マッカ
を評価し世論を動かし
ーサー氏はこの提案を取 の系譜﹂︵日本聾
ていれば︑自主的な憲法
ができた可能性はあひ り入れ︑日本政府がOH の善書があるα公文書の
意味を﹁新憲法制定が緒
曳翌夏善行入れ︑修正
た︒

945年10月23日で︑日

とが米公文書で明らかに 国務省から派遣されたG

高司令官に送っていたこ

澄腎する内容の琶闇をダ ︵社会面に連載﹁憲法の

鈴木安蔵氏の甫諭活動に 注目されそうだ︒

法研究会﹂で憲法普凛要 されるが︑さらにその関
綱をまとめた憲法学者︑・ 与を裏付け局資料として

の担当者が︑民間の↓憲

検討す竃立場にあった連 ったばかりの特約︒同研
合国軍総司令部︵OHQ︶ 究会の革案はGHQの憲

終戦後︑新憲法制定を 本政府の憲法調査が始ま

・・棚絹嗣輪深﹁米案に影響﹂裏付け

GHQが﹁評価﹂の■簡

戦後憲法草案璽二日の鈴木安蔵氏

ている︒′ ︻上野央絵︼

ようとしていた﹂と話し

革への関与を最小限にし

0月Qも日本人の白発的
な意見を尊重し︑■憲法起

めた書的の栢晶だった︒

戦前から平和や自宙を求

要だ︒憲法革某要綱は︑

諭を求めていたことは重

鈴木氏に注目し︑広い磯

から派遣された担当者が

に就いた段階で︑国務省

●嵐嘉垂会の薫を讐フともし乳で．嘉舞愛しい責押しっ蕗●

︵表のページより︶
また︑︑九十三歳で静かにこの世を去っ
た母の苦しみを今は理解出来る歳になり︑
そのたくましさにも脱帽しております︒
合の大切さを若い人に伝えたい
私は四十年間︑看護婦として生きてき
ましたが︑今︑この乱世の様な社会に生
きて︑若い人達の人生観の甘さと︑命を
粗末にする報道を見聞きする度に︑慄然
とした思いに駆られます︒この事は︑私
達にも罪の一端があるのではないか？と
思います︒自分があまりにもひどい幸い
思いをしたので︑子供にだけはという思
いで︑甘く躾けてしまったのではないか
と云うことです︒人生を生きるのは︑き
びしいのです︒最後まで生き抜く強さと︑
命の大切さを︑老いた今︑若い世代に伝
えなければと思っております︒

人の一生を踏みにじる
戦争は絶対にいけない！

︵はらまち九条の会会員・原町区在住︶

大人のエゴで始まる戦争は︑絶対NOで
す︒弱者がいつも泣いている姿は︑もう沢
山です︒それでなくとも︑地球温暖化によ
る異常気象におびやかされている今があり
ます︒せめて戦争にだけは巻き込まれない
様にしなければなりません︒六十二年間︑
平和を守ってくれた憲法九条を変えること
は︑その悪が美しい言葉で︑国民をあざむ
くことだと思えてなりません︒六十二年間
一度も戦争をしなかったことを誇りに思い︑
世界中の青少年にアピールしてゆく﹁九条
の会﹂ の役割は︑素晴らしいものでありま
す︒勉強させていただいたお陰で︑理解す
ることが出来まして感謝しています︒
今の私は七十四歳で︑行動する力もあり
ませんが︑草の根が大きく成長し︑人の一
生を踏みにじる戦争の絶対阻止と︑平和の
実現を心より願っております︒

全国版集1両

志開彰丁独協大教授
の筒鈴木氏に対するG
HQの早くからの注目
が︑憲法研究会の葛轟の
ハ督Q草案への影響につ
ながった︒日本国憲法は︑

○今年8月5日付の『毎日新聞』は、第一面で鈴木安蔵
の功績を高く評価するく上の記事＞を発表。また同日『
毎日新聞』の他ページでも、憲法研究会の業績や「悪法
の孫たち」というシリーズで、憲法成立がアメリカから
の「押しつけ」でなく日本人自身の発想という真実を熱
心に説明しています。映画『日本の青空』が史実である
遠．彿楠■ ことを証明してくれています。○同封の＜鯛轍11Iント
（柑0ト瀾）・r寧日蘇nJコピー＞などもご覧ください。

▼2007年8月5日の『毎日珊

