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事務局長 寺田貞治

日吉台地下壕
保存の会の
活動

保存の会発足以来︑今日ま
で私達は幹事会を三回︑運営
委員会を一回持ち︑その間会
報第一号の発行︑ゼミナール
や見学会を開催したり︑慶應
の学生を対象に講演会を行っ
たりしました︒
保存の会の活動も︑大きな
拡がりを見せてきました︒入
会者も増え︑七月十二日現在
で二百八名となりました︒
保存の会の活動について
は︑テレビ・ラジオでも放送
され︑大きな関心を呼んでい
ます︒
さらに︑私達にとって明る
い二ュースとして︑港北区役
所内に地下壕の保存に向けて
プロジェクトチームが発足し
ました︒
今後とも保存の会の事業達
成のため︑ご支援の程をお願
いします︒

第 二 河
幹事会報告

幹事会終了後︑﹁日吉台地

一

回

六月十六日に慶應義塾藤山
記念館大会議室で開かれた︒

運 営 委 員 会 報 告

第

下壕について﹂のゼミナール
が一時間半にわたってもたれ
た︒

い。

五月十八日に慶應義塾新研
会議室で開かれ︑事務局長の
報告の後︑幾つかの議題につ
いて討議した︒
①会報第一号について︑字
が少し小さくて読みずらいと
いう意見もあったが︑この形
式でしばらく続けることに
なった︒②会報第二号を七月
上旬に発行する︒③横浜市地
域研究補助金について︑来年
までに検討する︒④調査活動
については聞き取る相手のリ
ストを作る︒未調査地域の実
地調査︑文献調査などに取り
組む︒⑤顧問は当分委嘱しな
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事務局長より先ず幾つかの報
告があった︒
①五月二一日の地下壕見学
会参加者は約三十名︒地下壕
入口の農家の人は︑見学を迷
惑がっているので何らかの対
策が必要︒②テレビ報道につ
いて︒五月十七日NHKの七
時三五分にモーニングワイド
で放映︒五月二五日NHKF
M横浜で午後六時より十分間
放送︒六月八日日本テレビの
午後七時から﹁追跡﹂で放
映︒③港北区区政推進課では
﹁日吉台地下壕利用計画策定
調査﹂を今年度の重点事業の
一つとしてやる予定である︒
推進母体は︑日吉台地下壕保
存の会・コンサルタント・港
北区役所からなり︑これら
で︑プロジェクトチームを組
み︑活動を進める︒六月二一
日に打合せ︑六月三十日プロ
ジェクトチーム初会合︒
次に幾つかの議事について
討議した︒
①プロジェクトチームに保

存の会から参加する人は︑永
戸会長・田辺副会長・寺田事
務局長・茂呂幹事・比留間幹
事の五名に決定した︒③調査

活動について︑地域関係は日
吉台中学で︑海軍・慶應関係
は慶應で聞き取り調査を行
う︒③八月五日︵土︶にビデ
オによる学習会をやる︒

第三回
幹事会報告
七月七日に慶應義塾藤山記
念館中会議室で開かれた︒
報告事項 事務局長より
①会報第二号の発行が遅れ
ている︒②区役所のプロジェ
クトチームの初会合の報告
︵別掲︶︒③保存会関係の
ニュースとして︑NHK第一

ラジオで六月二六日午後一時
五分﹁各地の話題﹂で十分間
放送︒慶應義塾の﹁塾﹂六月
一日発行第三号︑﹁塾生新
聞﹂六月十日発行第二二四
号︑﹁三田評論﹂七月一日発
行第九〇五号などに掲載④細
谷保治氏が幹事を辞退︒
議事
①八月五日︵土︶午後四時
より︑慶應義塾大会議室で︑
ビデオによる学習会を開く︒

②七〜八月中に地下壕の実地
調査をやる︒

★お知らせ
ビ デ オ に

よる学習会

日時 八月五日︵土︶午後四
時より
場所 慶應大学藤山記念館大
会議室︵日吉駅東口徒
歩三分︶

内容 テレビ朝日・日本テレ
ビ・NHKテレビで放
映したビデオと︑未放
映のビデオを含めて一
時間半にわたって︑地
下壕の様子を見たり︑
元連合艦隊の参謀や農
家の人の証言を聞いた
りすることができま
す︒
参加 どなたでも参加できま
す︒お誘い合せの上︑
多数の方々の参加をお
待ちしております︒

地下壕の保存
ジ ェ ク ト チ ー

に 向 け て プ ロ

ムが発足

して選出した︒
プロジェクトチームの初会
合が去る六月三十日に開かれ
た︒日吉台地下壕利用計画策
定調査︵案︶を中心に討議さ
れた︒この案の主な項目と内
容は次の通りである︒
一︑ 趣旨
横浜市は第二次世界大戦
で︑空襲などの被害を受け︑
戦後も長期に渡って接収され
るなど︑市民生活は大きな影
響を受けている︒しかしなが
ら︑こうした歩みを知ること

ジェクトチームのメンバーと

横浜市港北区役所より︑日
吉台地下壕保存の会に︑日吉
台地下壕利用計画策定調査を
プロジェクトチームを組んで
やりたいので︑保存の会から
五名ほど推薦して欲しいとの
依頼があった︒
早速︑六月十六日に運営委
員会を開いて︑永戸会長・田
辺副会長・茂呂幹事・比留間
幹事・寺田事務局長をプロ
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のできる施設が横浜市にはな
い︒戦争体験者の高齢化が進
み︑都市開発によって当時の
遺物が失われつつある現在︑
早急にこの記録を残し︑遺物
の保存を進めることが必要と
なっている︒
日吉台地下壕は︑当時の連
合艦隊司令部として実際に使
われていた貴重な戦争の記録
であり︑一部が埋められてい
るものの︑構造物がそのまま
残されている︒そこでこの地
下壕を保存することができる
か︑また︑どのような活用法
があるのか検討する︒
二︑検討項目
○地下壕の状況調査
地質調査︑コンクリートの
強度︑土砂・地下水の度合
いとその除去
○地下壕の当時の状況調査
海軍関係者・住民など関係
者からの聞き取り調査︑米
軍資料・空襲記録の調査
○現在の状況
日吉地区の特性︑将来像︑
権利関係︑地元の意向︑入
口の確保︑遺物の収集
○管理運営方法
市の計画との整合性
動

○その他
他の地下壕の状況︑PR活

からなるプロジェクトチーム

三︑推進母体
日吉地下壕保存の会︑コン
サルタント︑港北区役所︵調
整係・区民相談室・建築課︶
を組み︑調査方法の検討や地
下壕の基礎調査を行う︒事務
局は区政推進課調査係とす
る︒

四︑今年度の取り組み方
プロジェクトチームにより

日吉台地下壕の当時の状況を
把握するとともに︑現状を把
握し︑基礎資料を作成する︒
また︑懇話会で活用方法など
を検討する︒
①懇話会の開催
地下壕関係者︑地域の代表
者︑有識者からなる懇話会
を開催し︑地下壕の保存︑
活用の方法や問題点を検討
してもらう︒年四回程度を
予定︒
⑧地下壕関係者からのヒヤリ
ング
③地下壕の全容調査
④他地域の地下壕調査
⑤調査報告書の作成

以上の案をもとに︑聞き取り
調査・懇話会・地下壕保存・
資料の調査など︑今後の進め
方について討議がなされた︒
具体的には七月十四日に︑
元海軍省経理局主計課士官で
現師岡町内会長の千葉朝夫氏
からのヒヤリングを実施す
る︒また保存の会主催の八月
五日のビデオによる学習会に
参加することが決まった︒

地下壕に
生息する生物

○天井にうごめくゲジゲジ

○壁にへばりつく菌類の仲間

日吉台地下壕
探 検 と 追 想
船山登美子

東京から横浜市民となり日
吉の地で十年がたちました︒
この間慶應大学の地下に連合
艦隊司令部の壕が縦横無尽に
掘られその歴史の遺物が現存
しているのを初めて知り︑そ
の実態を知るべく﹁地下壕保
存の会﹂に参加︑そして五月
二一日希望通り見学会に同行
することが出来ました︒
雨空の当日は集合時より小
雨であったにも係らず老若男
女三十名程が参集︑滑り易い
坂道を恐る恐るたどりついた
農家の庭先の﹁此処が入口で
す︒﹂と言われ︑予想外に立
派なのにびっくり︑それと云
うのも日支事変・満州事変と
長年戦争状態を続けた結果で
の大東亜戦争﹁こんな小さな
国が大国のアメリカと闘って
大丈夫なのか？﹂と疑問を有
していたのと物資不足は日常
茶飯事であった時期にに流石
軍隊だけの事があったと思っ
たのと︑この入口が農家の玄
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関とは目と鼻の先の近い距離
に設けられ︑それが為に農家
の方が四人も爆死されたと聞
き︑朝な夕なにこの場所の前
を通っていられる農家の方は
さぞ辛い日々であったろうと
思うだに胸の痛む思いでし
た︒
入口付近は現在農家の倉庫
として利用され︑その為に天
井に設けられた蛍光燈が皓々
と輝き︑コンクリートの壁面
を照らし出していた︒進むに
つれて中は真っ暗で各自が照
らしだす懐中電燈で足もとを
照らしながらの進行は異常な
経験でした︒司令長官の居所
は特別広いスペースと丁寧な
仕事振り︑設営隊の兵はどん
な思いで作業をしたのかと感
慨一入︵兵あっての軍隊なの
に⁝⁝︶︑道は右に左に迷路
の様で︑進むにつれコンク
リートに滲みでた水分で天井
から四〜五十磯の鍾乳石とそ
の下に五〜六㎝の石筍が立
ち︑周囲は石灰石の花が咲
き︑四十数年の時間の長さを
思い知りました︒通路は次第
にぬかるみ︑田圃の中を歩い

ている様で︑マンホールの中
に落ちないようにするのも一
苦労︑出入口は大部分土嚢で
塞がれている由で︑当時のも
のと思われる鶴嘴が放置され
たままなのが生々しく胸がつ
まり︑それと共に過去が思い
出さました︒
かって主人は慶應で学び︑
学徒動員で海軍に招集され︑
特攻隊員となったものの︑エ
ンジン不調で出撃出来ず陸上
勤務となりました︒部下を公
用で長崎に出し︑そこで部下
は空襲を受けました︒空襲を
受けたまま戻らぬ部下を捜し
に︑終日瓦礫の中を歩き回っ
た由で︑当時これが原爆と知
らず爆心地周辺を歩いた結
果︑異常な白血球の多さを後
になって知り︑結局二次原爆
症と判明したものの﹁当時手
帳を受けて置けば良かった︒
﹂と洩らしていたが︑父の血
液の異常は二人の娘に同じよ
うに遺伝し︑種々の弊害を受
け︑﹁これが母体であったら
どのような変化が生じたか﹂
と思うとぞっとします︒
この主人が学んだ校舎の地

下を今妻が探検しているのも
何かの因縁の様で︑再び戦争
を起こさぬ為にも今保存を手
掛けねば︑崩壊してしまうの

は時間の問題と思い︑平和へ
の願いを込めて︑一日も速く
全容の調査と保存の事を推進
して欲しいと痛感しました︒

入会するには
〇申込書に必要事項を記入しま
す︒
申込書は事務局にあります︒
〇年会費は︑個人千円︵高校生
以下五百円︶︑団体二千円
○郵便振込
︵番号︶横浜ニ−六二九九七
︵加入者名︶寺田貞治
入会したら
○会報が送付されます︒会報で
は保存運動の状況をはじめ︑
地下壕の見学会︑学習会︑溝
演会などの案内︑調査︑研究
の情報などを紹介します︒
詳しいことは
○事務局までご連絡下さい︒
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崖上のほう炊所から味噌汁のいっ杯入った木の桶を両腕

悪名高い精神注入棒を三発喰ったのを憶えている︒恐ろ

にかかえて運ぶのは正に苦行だった︒一度だけだがあの

鹿島光雄

しい痛さだった︒あとで尻にさわってみると親指大のみ

日吉地下壕を探索して
元地下壕通信兵
︵翻訳社経営︶

加させて頂いた︒急な崖の斜面に開いた小さな崩落ロか

加賀谷さんのお誘いで神奈川県日吉台の地下壕探検に参

争は終り︑みんなそれぞれ自分の家に帰るのだという︑

きいた︒意味は分らなかったが︑あとで上官にきくと戦

八月十五日は丘の上の庁舎前の中庭で﹁重大放送﹂を

みずばれが三本走っていた︒

ら身をくねらせてもぐり込んだ地下壕は私にとっては正

その時の感情は名状しがたいものだった︒それに何とも

去る八月二十三日︵昭和六十一年︶の土曜日︑旧知の

にタイムトンネルだった︒

あとからあとからこみ上げて

いえない解放感とそれに伴なう嬉しさだったのだろう︒

として暗号教育を了へ︑終戦の年の七月半ばここ日吉の

来る笑いを押さえるのに苦労

ちょうど四十一年前︑最後の海軍特別少年兵︵特年兵︶
聯合艦隊司令部に配属されて八月末まで一ヵ月半を過し

したのをよく憶えている︒

軍隊組織という巨大な鉄鋼

た場所だった︒暗号室︑通信室︑作戦室等のあったプロ
ック︑壁際に木製のベッドが並んでいた通路等々︑当時

い空だけが残っていた︱そ

構造物が瞬時にして消えさり︑

十四歳といえば末だ子供だったろうが︑毎日毎日が緊

んな感じだった︒それからし

十四歳だった自分自身については定かではないが︑その

張の連続だった︒私と北海道出身の岩渕君というのがよ

ばらく暗号書などの書類の焼

あとに無限に透明な八月の青

くなぐられた︒私は多分要領が悪かったためで︑又岩渕

却で日をすごし八月末に復員した︒

夢のあとだけは厳然として存在していた︒

君はその不敵な面構えのせいかも知れない︒はるか高い

日吉台地下壕
に つ い て
日吉台中二年 岡上そう

今は︑﹁地歴探訪会﹂とい
う部の部長として活躍してい
ます︒僕のやっている分野は
地下壕ということで︑壕のこ
とや戦争の様子など︑水︑土
曜日にこの部は活動していま
す︒
何故︑僕が地下壕に興味を
もったかというと︑小学校の
四年生の時でした︒僕の家の
裏は慶応の山なので︑草木が
あり︑遊ぶのには最も適した
所でした︒そして︑ある日︑
僕の友人の犬が山に逃げたの
で︑つれ戻して欲しいという
のです︒よーしわかったと
言って︑一緒に遊んでいたT
君と山のなかに侵入しまし
た︒薮かなと思って入ると中
は結構草もなく︑ひらけた所
でした︒そして︑そこには犬
がいました︒ T君と捕まえよ
うとすると︑やはり動物︑捕
まえようとすると逃げてしま
うのである︒山歩きに慣れて
いた僕達二人は︑駆け出して
必死になって追いかけまし
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た︒するとそこには︑とても
立派な獣道がありました︒僕
達は驚きながら背を低くして
小股で走りました︒すると︑
目の前がパッと白くなり︑明
るさを感じました︒そこは新
幹線の辺りの階段の上にあた
るところでした︒犬は戻って
行きました︒︱その夜︑
僕は感動しました︒そこには
未知の世界を知る事ができた
喜びもありました︒
翌朝︒昨日の喜びを込めて
親友のY・A君に︑この事を
話しました︒その後︑僕達の
家の裏で遂ぶことに決めまし
た︒
三人で遊びました︒山のな
かで無茶なサッカーをしてい
たところ︑一人がこぼして薮
の中に入って行ってしまい︑
捜すと︑そこに一メートルく
らいの穴があいていて︑その
中にボールが入りました︒わ
ざわざ懐中電灯を持ってき
て︑恐る恐る入りました︒五
メートルほどのところにボー
ルはありました︒なんだか怖
くなって︑三人で急いで出て
しまいました︒
が︑不思議なもので︑その

穴には言葉に表せない︑わけ
のわからない魅力があって︑
その魅力に魅せられてしま
い︑何度も入るうちにだんだ
んその事実が知りたくなり︑
行動範囲を拡大し︑いたる所
に出入口があるか等を調べ︑
戦争中の事などをおばあさん
から何度も聞いたり︑本を読
んでいるうちに︑だんだん現
状がわかるようになりまし
た︒
時は少し流れ︑中一の時︑
茂呂先生に出会い︑この連合
艦隊の壕にもめぐり会えたわ
けです︒中二の今︑色々な戦
争の資料や本を探しまわって
いるわけであって︑まだまだ
未熟な僕ではありますが︑め
げずにがんばっています︒そ
こで日吉台地下壕保存の会に
入り︑希望の光が見えてきた
わけであり︑地歴探訪会で
も︑図々しく聞き取り調査を
頼まれてしまったわけである
から︑めげてる暇なんて無
いッ！と︑いう事で元バスケ
部の僕はこうして日吉の町を
飛び回っているので︑地下壕
保存の会の皆さん応援してく
ださい︒

編集後記
◆七月上旬に発行する予定で
したが︑結局遅れてしまい
ました︒隔月毎に発行した
いと思ってはいますが⁝⁝︒
◆活動は︑これまでに幹事会
三回︑運営委員会一回︑見
学会一回︑ゼミナール一回
開かれ︑区役所にプロジェ
クトチームもつくられ︑順
調に進んでいます︒

◆日本テレビやNHKテレ

ます︒

ビ・ラジオで日吉台地下壕
や保存の会のことが放送さ
れたが︑NHKテレビで終
戦特集の中でまた放映され
るかも知れません︒今まで
はアッという間に終わった
が今度はどうかな？
◆第一号は誤字も脱字も多く
失礼しました︒今後︑十分
気をつけますが何分にも素
人集団ですのでご容赦願い

◆事務局
〒二二三 横浜市港北区
下田町三−一五−二七
寺田貞治方
℡〇四四・六二・一二八二

