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日吉台地下壕保存の会

会報

第49号

第49号
発育 日吉台地下壕煤襟の金
適業 事蹄
2器棚田確佃第咽随一主動㌘
寺窃方 凪．桝か5紀調量乃2
（年会費）一口千円で、一口以上
郵便振込口座番号叩卿襲2−74921
（組額）日吉怠地下壕肺の会

会計感．お問い脅せ：白鶴．邦子 港北区下欄町ト4−14 桐反襲56…7棚
その他のお問い合せ：喜田美登里 港北．区下網町2一ト33 045−562−0443

1999年度総会のお知らせ
日時：1999年4月24日（土）半径2時30分開場
場所：孝夫日吉キャンパス・藤山記念館会議室
総会：2時45分〜3時45分
葱諌会‥4時〜5時半

農日吉台地下壕保存の会の会員と言っても、頑も知らないし、
話したこともないと言うのが現状です。たまには一言ずつ
自分と地下壕のことや、戦争体験のこと、また、地下壕保存，
についてどうあ￣って欲しいかなど、詰してみると何か発見が
あるように思います。大勢の方のご来場をお待ちしています。

6〜7
8

＊横浜市営地下鉄が鶴見〜日

4−5

吉〜中山へと計画されている︒

ピースロード

連載日吉台地下壕
当時の関係者の思い出話
運営委員会報告

日吉周辺部通過の際︑地下壕は？
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地下壕見学の

これまで調査を進めている保
存の会の協力をお願いもたい
七思っている︑と︒要約すれ

ルール作りに
ついて

鴎このような内容で怒った︒
尖学割では︑通学の験の安

慶大・湯川理事︑高橋総務
課長と会談

会確認を覆してぉりへ事故

れる︒
談

寺田貞治
亀岡敦子

市
の
跡
元

ケ
旧
の
な

谷
陸 軍
一 部
る

ると吾うに七で︑今後の動き
が注目されている︒

隊
地
営
復

が桜きた場合の重任の係りか

自 衛
喜田美登里
駐 屯
陸 軍 登 戸 研 究 所 大 本
の保存について 移 転

慶大の轟濃諌長より︑

睦軍登戸麿究所の跡地にあ

明治大学生田キヤンパス

にういて︑と璧見学放物展

た．このこユl†エスの新聞記事

む

湯珊理事︵臥吾担当︶が地下

通日の人でなく︑胡大書など
る明大生由キぜンパスでは︑

を探すのですが︑見つかりま

逮莞室幸運第

部課さ第幸吉は喜ばしいこ

漸養啓渡海報︵判掲︶も調
達大藩省で資を完璧とは
策謀漂盲で鶉︑保存され︑

連連係若草いました︒

せん︒組渇︶︒務より一般公関

虔記の映像を放映していまし

NEKの夕方のニュースで

壕誓Jとで蓄会いを持ちたい

七い︑七か︑守田会長が憂応

施設の老巧化等のため再整備

苗的な目的の人で想って乳︒

言聞なのぞ︑賛膏八日へ一九
九五寧︶事前工壷時日言事務

高校を壷牢退職象れ吏ので︑

壊されようとしておき2慈﹂

さ

た︒空見眼騎伊部からは寺

﹁

草書来て課び潮義務があっ

外部の人になられたなどが話

が進めをれている︒そのため
童戸廟究所時代の鼠疑取り

・当日は大学の予見が口頭で

数年保存運動が続恩義番

題譜なった︒

周︑通岡︑喜田が出席した︒
︑大学側の説明によれば︑N

述べられをだけでい具体的な

∵芸事

HKが﹁スペシャル世紀を適

た︒

越し合いはこれから行なわれ

っい最近の請報で貴意峯
を中心とし食r保存義郡の

質

今後︑見学の申請書を膣出

︶

て極彗恩農高壕の篤学檣

し詰り︑手数がかかることに

名略は不明ゼが発足転威願

ための曹遷芸志壷葦

ることになる︒

えてJの︲つとして︑日吉台
地下壕の舷辞・放彼を計画し

ど紅も檣涯練でT透壷凍られ

な諺かもしれないが︑粗方の

ふ

るのでんい見鼻骨㌣動産ど考

了解のもとで見学が行なわれ

︑

えてか撃たか︒慶大としては

ることは︑将来の明るい見通

二麦

境界が精通等轟等地下壕の

しにつながるようにも考えら

以降︑建物の保存方第第
ほか資料の費理・保蜃皆壊
蜃事設騰等について挽計に入

調査が必要だと考えている︒
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昭和館に展示される戦中・戦後の生活を伝える資
料＝東京都千代田区九段南で25日、小林努写す

靡生省が栗京都千代田区

九段南に建設していた戦没

部を公開した︒役立趣旨や

憲重複係﹁暗袈Ll︵
︶が克威儀薫き挙係
景観などをめぐp反対運動
が続いているため︑同省は
兵器などは軍事せず︑生活
に蘭達した物資や文献など
歴史的資料を保存・陳列す
る施設にした︒27日に開館
記念式を行い︑28日から一
腋公開される︒
．同館は総工費123億円
で︑地上7階地下2階建て

体験記など6万7700冊

や︑吉−ス寄︑報道写

真など映像音響資料も収蔵
している坪6︑7階は有料

︒︵大人3．00円︑高校・大

学生150円︑小・中学生

餌円︶の常設陳列宅開館

l一階摘録

︶L割の8︳ヵ点を陳列す
号4階の図書室い晶の

抗議声明を出している︒

など18の市民団体が連名で

﹁祈念館閉場を考える会﹂

いない﹂との指摘もあり︑

真実を伝えるものになって

的に﹁職没書≒遺児﹂が消
えた︒遺族からは﹁戦争の

る案が有力だったがい最終

は﹁戦没者遺児記念館﹂とす

託される︒当初︑建物の名称

初年度の運営費堪思円
で︑運営は日本遺族会に委

．情報後索ト映像室は無料p

援護施設

延べ8437平方㍍︒．同省

によると︑﹁戦中・戦後の
国民生活の労苦を後世に伝
え至のが目的で︑動員学
徒が使用した旋箪空襲警
報発令中の看板など横皆
料8000点︑戦妻や

「昭和館」が完成

戦没者遺族

⑪毎日新聞⑯1999年（平成11年）3月26日（金曜日）
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「ピースロード」〜蟹ヶ谷か鈍日言までの多摩庶陣を南下ぐ養∴嚢

ま瀾槽濾・最遠要部の秦慶應最争農業祭委愚意
3月7日に地下壕を「突撃窓芸事結語詰妾を略叢襲度語スで南部謹責きき
なので棺戦きせき軍いき轟き息も最．頑強涛姦議案為義なさ奉養歩い遼遠
られては紡剛由無態親藩長寿

牽願惑溺欄持

和様孝幸康崎率だった。
展頚輪道教で磯教軸を音域
率遽鞘翫那県議蜜束る、。

転組蝉も整義戦）
V、自教の共生・文蜘蝿。
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日吉台地下壕

連載

っているため︑新道が作られ

坂が多く︑道が細く曲りくね

で軍需物資を運んでいたが︑

以前は蟹ヶ谷を通る大山街道

のではないかと考えられる︒

に転戦︑豊橋に来て終戦を迎

中支の南京部隊︑北支︑朝鮮

中には骨がいっぱいあった︒

たのを目撃した︒クリークの

虐殺の死体があちこちにあっ

った︒南京攻略の四カ月後で︑

事務局長の時代に秘書官をや

米内海相・山本次官・井上

ききて：寺田貞治

実松 譲氏の話

日吉周辺のこと
ききて：寺田貞治

なっている所にあった家で生

私は現在東急バスが車庫に

局が九年に出来た︒軍の要請

慶応が来るというので電話

五年頃であった︒一個小隊三
五〜三六名がいた︒
あげる日本軍︒一九五七年十二月十三日︒
﹁画報躍進之日本﹂一九三八年二月号より

ものが多くなって行った︒

海軍内部でも同盟に同調する

盟に反対であったが︑次第に

の時の海相は吉田善吾で︑同

締結に向けて急進展した︒こ

の松岡洋右がなり︑三国同盟

生するが︑外相に向独一辺倒

いやった︒次に近衛内閣が誕

かりに米内内閣を総辞徒に追

のバスに乗り遅れるな﹂とば

進撃に眩惑され﹁ヒットラー

ていた陸軍は︑ドイツ軍の快

しかし︑三国関係を主張し

反対していた︒

ある日独伊三国同盟には強く

ていた︒米国と開戦の恐れの

首脳は米国の実力をよく知っ

対米戦の認識

当時の関係者の

たのであろう︒南武線も軍需

えた︒一六年の一時期日吉小

っていたが︑あの時代はよか

27

物資を運ぶために作られたと

学校の青年学校で教官をした

思い出話

いわれる︒

った︒海軍は結束しており︑

れ︑昭和二年に日吉駅西口近

もあったのではないかという︒

南京占領で︑﹁日の丸﹂をかかげ勝ちどきを

こともある︒

くに移った︒その頃の日吉の

日吉局が川崎局の〇四四にな

第2306号 より

蟹ヶ谷に通信隊が来たのは

町には七〜八軒しか家がなか

っているのは︑当時横浜局〇

しんぶん

Ⅰ氏・日吉本町

った︒綱島街道は一五年頃に

四五は古いタイプの電話であ
しいものをと東京・川崎の新

出来た︒神奈川区から港北狂

この道路は軍用通路として

しいものに合せ︑川崎の中原

ったため︑どうせ作るなら新

出来たといわれる︒小杉から

局を中継して開設されたため

になった頃である︒

元住吉にかけて航空兵器工場

弘は一三年一月一〇日に陸

である︒

武線で運ばれてきた軍需物資

軍に現役で入隊し︑南京に行

など軍需工場があり︑また南
を横須賀に運ぶためにできた

新婦人

を手に入れ︑読んでみるとミ

ウェイトレスを抱込んで新聞

見て陽気に騒いでいるので︑

途についたが︑米兵が新聞を

日米交換の引揚げ船で帰国の

月︑野村・栗栖大使とともに

開戦の翌年・昭和一七年六

かった︒

知って︑あいた口が塞がらな

をしてから帰るということを

の配給米を浮すために︑食事

まで残っていた士官も︑家庭

の消えたようになり︑夕食時

員は殆ど帰宅し︑海軍省は火

なかった︒退庁時になると職

なし︑野辺の送りは近親者の

この戦いに勝つことであると

は死者に対する最上の供養は︑

一六年秋︑ワシントンで在
英海軍武官から﹁イギリス人

に参列していた︒

族達は︑靖国神社の臨時大祭

合祀される多数の戦没者の遺

戦没者を何回も弔っていた︒

る葬送は丁重を極め︑一人の

アメリカから帰った私の目

ッドウェー海戦における日本

開戦前︑アメリカ海軍省の

みの簡素なものですませ︑ま

平洋︑そして東太平洋まで手

代って対米戦に対する認識

側の完敗であり前途を危惧し

勤務振りを建物の燈火のつき

ある時彼は﹁このままでは

は︑先が思いやられると感じ
た︒

があまい及川古志郎が海相に

た︒アメリカではダンプカー

具合によって調べたところ︑

すます戦争の遂行につとめて
いる﹂と聞いていたので﹁我

中に納めた︒しかし︑ミッド

なり︑半月もたたないうちに

や巨大なパワーシャベルを既

退庁時より一時間位だと殆ど

が国の興廃にかかわる戦いだ

日本は滅亡だよ﹂と一人言を

三国同盟が閣議で承認され︑

に使っていたので︑こんな国

全部︑二〜三時間後で約半分︒

から︑イギリス人に劣らず戦

また︑日本の戦没者に対す

日米開戦は避けられなくなり︑

と戦争したら大変なことにな

四時間後でも一部の部屋には

争完遂に邁進しているに違い

に写った日本は︑恐るべき敵
アメリカを向うにまわして︑

真珠湾の奇襲によって第二次

ると感じていた︒

燈火がともっていた︒平時の

ない﹂と固く信じて祖国の土

ウェー海戦を境にして戦局は

大戦の幕が切って下ろされた︒

一七年八月日本に着き︑軍

アメリカ海軍省の勤務振りよ

を踏んだ私の期待は完全に裏

いい︑心身共に疲労困憊し︑

以後︑ミッドウェー海戦ま

令部第三部︵情報部︶勤務に

りも︑戦時下の日本の海軍省

切られた︒

国を挙げて戦っている姿では

では︑予想を上回る速さで勝

なり︑東京・霞ケ関の海軍省

の方がずっとのんびりしてい

︵生協ニュース教職員版第五

悪化しはじめた︒

ち進み︑西はビルマ・インド

庁舎︵現農林水産省︶の三階

た︒対米戦で主役を演ずる海

海相を辞任した︒

洋︑南は二ューギニア・南太

で対米情報に取り組むことに

○号︑四二号︑より抜粋転載︶

なった︒

軍の中央部がこうした有様で
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国際連盟理事会満州国承認問題で意見を主張して
いる松岡洋右全権。中央右、起立している人物。
日本の垂史単た†郎鳴れ叫的

運 営 委 員 会 報 告
研究会による見学会二六名参

二一日二四日京浜歴史科学

︶ 二月二四日日吉台小に

報告

ザいきいきクラブによる見学

︶一二月﹄へ日新吉田ケアプラ

第七回

会一五名参加

加

﹁功濱調査部﹂の件で新井︑

一九九九年一目二〇日一八時

象園︑喜田が訪問︑﹁記念幸

二l︑︑同七日ピースロードを歩
こうによる見学会一三名参加

を閲覧
二︑同月川崎・横浜平和のた

三︑同一七日川崎・横浜平和
のための戦争展美行委隷会

議事

にて閉確予定

＊総会準備

室にて総会︑懇談会の予定

五分︑慶大・藤山記念館会議

＊四月二四日︵土︶一四時四

議事

＊横浜市営地下鉄が毒見〜日

役員人事⁚車田会長︑鈴木・

大西副会長︑中沢・林運営委

員で話し合いをもつ
活動敵吾⁚喜輿活動方針：
存の意向を希に年実る必要が
ある

亀岡︑予痺・決蔓：白鶴
︶

＊戦争遺跡保存全国ネットワ

︲

・発送︑通葺委員会を予竜

＊会報四九号：四鍔八日発行
一に松代で開催される︒海療
さんの参加が決る
ぷ︒

ークの準備会が三月二〇〜二

と接触しない華南普し︑保

日吉周辺部通過の淳︑地下壕

吉〜中山へと計画されている︒

議事
めの鎗争寅実行委員会開催︒
＊99川崎・横浜平和のための ︑六日一二〜二二日川崎平和舘

ルール作りに関して会勝

高橋総務課長を地下壕東学の

二︑二蹟入日康夫∵湯川理事︑
フードギャラリー

半〜
愛息3F
南喜

二入二醸ノl還違義慧所
ざ

文化部ピースツアーによる見

戦幸麗実抒委員金一︵第一回︶

︑

芸二電繰第着7

本年も

﹂膏二四日開催予言

ヽ

二︑圃二﹂〜二二日JR喪労
実施団体となる

リ

組による見学会三〇令名参加

＊平和のための戦争堅かなが
わ八録二三〜二九日開催へ担

三︑一二相互自体懐書の話を
聞く余地玉名余参加

ま五月二横〜二三日開催へ担

当佐相︶

五︑一月二①日会報四八号発

当寺斜︶

四︑同一二日保存の会主催の

送及び運営委員会

＊﹁泰れんが二二月一〇日イ

＊平和のための戦争裏よこは

議事一

ベント予を

見学会こ玉名参加

総会の準備等

運 営 委 員 会 報 告

声道賀二

苫

平和のための﹁拳争論﹂

ための

平和の

本町最終拍車

憂苦委日貝Å京報土口
第10回
一二月一八日一−九時・い
日吉地区センタ﹂

戦争諭

根号凄紅敗q

以上の催しに本年も参加する
予磐ゼ

運営末女臼貝Å耳報土ロ
．第九回ご
≡月二日一八時半〜

報告

鳩山巧
S8NJ 彗v Lラ

第八回
二月一也日八時半〜

借日吉地区センタ和

報告

日吉地区センター

大背至幸二麺￣P

（8）
等49号
1999年4月8日

