戦争体験
募集によせて
高石市

宮崎

太郎

新聞﹁とも﹂で戦争体験
を募集されていたので︑原
稿を書き︑編集部の方に聞
き取りに来ていただきまし
た︒
戦時中は︑小学生で終戦

時頃︑私

終戦六カ月前の︑昭和
日午前

︱１

●応募方法／郵便ハガキにクイズの答え・住所・氏名・年齢・電話番号
・友の会に対するご意見等を記入のうえ︑

月９日
︵水︶
消印有効

友の会事務局﹁お楽しみクイズ﹂係あてにご郵送ください︒

●あて先／〒５９０︱０８２４ 堺市堺区老松町２丁
●しめきり／２０１６年

●当選発表／厳正なる抽選の上︑ 人のかたに賞品︵図書カード５００
円分︶を︒賞品の発送をもって発表に替えさせていただきます︒
●クロスワードパズル解答はがきに書かれた﹁ご意見﹂は︑紙面に掲載

⑮日本の秋の代表的な花

⑬兄弟姉妹の娘

ち向かう

させていただくことがあります︒ご了承ください︒

③ウイ︑〇〇が回ったワ
④読みかけの本に︱︱を
挟む
⑥︱︱は損気

①１万×１万＝１○○

ヨコのキー
⑨財布には百円︱︱だけ

③︱︱端麗

⑧誘い寄せる︒工場︱︱

①兄弟姉妹の息子

⑪︱︱を持って暴漢に立

タテのキー

②︱︱危うきに近寄らず

⑤惜しまれつつ監督を︱

よう じ

宮内 洋治さん

どへ山登りに行き︑仕事を

辞めてからは︑街中を歩い

て風景を見たりするのが好

きだったそうです︒

友の会との出会いは︑奥

さんが切迫流産となった時

です︒周りの病院に受け入

れてもらえず︑困っていた

ときに︑耳原病院のことを

聞いて受診したのがはじま

りです︒お子さん二人とも

歳になら

耳原病院で出産し︑そのお

子さんも 歳と

れます︒

診療所が出来て︑お仕事

数年暮ら

していたそうです︒戦後︑

内から北野田へ家族で疎開

戦時中はまだ幼く︑大阪市

小学校の教師をしており︑

生まれは西成で︑父親が

は︑
﹁きらり﹂ のたまり場

友の会活動での楽しみ

れて引き受けられました︒

高石市全体の世話人を頼ま

ていたそうです︒その後︑

浜の﹁とも﹂の新聞を配っ

をされていましたが︑高師

住之江に移り︑

青木

光子︵南区竹城台︶

⑫〇〇に鶯

⑩無用の心配

⑧歩く姿は〇〇の花

⑦鉛筆の〇〇を削る

⑭引っ込み思案

を紹介します︒

笑顔のすてきな宮内さん

会員さん
⑯並外れた力

︱

18

紹介

年３月
はその時︑学友３人と我が
校の近くから帰宅途中でし
た︒早朝に大阪・神戸・堺
方面で機銃掃射した帰りな
のでしょうか？ グラマン
︵戦闘機︶が前方より見え
て︑パイロットのヘルメッ
トがまじかに見える状況で
した︒私たちはあわてて逃
当時︑私は岸和田まで通

げ出しました︒
学していました︒登校前の
午前８時に︑空襲警報が出
ていなければ︑電車が運行
しているため登校しなけれ
ばならず︑空襲警報の場合
は自宅待機でした︒電車で
通勤する方も多く︑人が電

32

58

夏過ぎて日本北部に上陸す 野分のすごさ深く身に泌む

映美︵堺区柏木町︶

宮崎金次郎
︵西 区 草 部︶

熱風呂の 窓すりぬけて 涼風︵すずかぜ︶
まさに露天風呂 きぶんゆったりに
濱田

＊急に暑くなっ た９月にはいっ たばかりの頃︑ 風呂の湯の温度をあげたとこ

月９日︵水︶です︒

ろ︑熱すぎて窓を開けました︒涼しい風と虫の音が窓から入りこんできた時
に感じて⁝
＊句を詠む時の情景や思いもお寄せください︒
＊俳句・短歌・川柳の次回締め切りは︑２０１６年
＊特に︑俳句・短歌のご応募お待ちしております︒

●８月号の答
「ネッタイヤ（熱帯夜）」
●応募数／85通

では中学生となっていまし
た︒
人は皆よい思い出を大切
にし︑悪い思い出は早く忘
れるようにつとめます︒
車に群がっており︑各部に
しがみついて乗っていまし

つま

E
C

みやうち

11

＊戦争はどんなことがあっても二度としてはいけないと思います

二本杖すがりて夫の墓参り
十八の乙女なりしか敗戦忌

Ｄ

高石中央支部

やつは芋をふかしたもので

されていました︒戦後のお

ことだそうです︒

たり︑映画上映などを行う

でみんなとワイワイ話をし

一 面 に 葦 が は え て お り︑子

た そ う で す︒ 昔 の 大 阪 は︑

ので︑若い担い手さんを増

分も含め高齢になってくる

い手増やしです︒今後︑自

抱負は︑会員増やし・担

どものころはよく水場で遊

やしていきたいとのことで

︵文・写真 事務局︶

す︒

いました︒

戦後︑ 年が経過しまし

かと思います︒そういう意

い出したくない体験だった

した︒お二人にとっては思

より体験記事をいただきま

を募集したところ︑お二人

前月号で戦争体験の記事

ぜひ編集部まで記事をお寄

体験を募集していきます︒

います︒今後も引き続き︑

いかなければいけないと思

ず︑しっかりと受け継いで

があっ たことを風化させ

い世代です︒しかし︑戦争

た︒私たちは戦争を知らな

味でも貴重な体験をお寄せ

せ下さい︒

︵奥村︶

いただき︑ありがとうござ

戦争体験を募集して

編編編編集集集後後後後記記記

ころは︑金剛山や葛城山な

趣味は︑仕事をしていた

んでいたとのことです︒

ので︑それでもおいしかっ

した︒お腹をすかせていた

30

死体の浮かんだ龍神駅
た︒しかし︑途中で空襲警
報が出されると電車が止ま
ってしまいます︒陸橋の途
中で停まり︑四つんばいに
なって歩くこともありまし
た︒
夜間は︑肉眼では見えな
い高射砲の届かない上空か
ら︑ Ｂ 爆 撃 機 が 焼 夷 弾 を
投下し︑対岸の神戸から明
石までの海一面が燃え上が
っているのが見えました︒
また︑焼夷弾が雨あられと
降ってきて︑浜寺病院に焼
夷弾が落ち︑燃え上るのを
まじかに見ました︒
また︑弾丸が貫通したの
か︑天井から床下まで大き

言葉は何？

11

な穴があいていることもあ
りました︒

A
Ｂ

︵現・南海本線 堺駅︶近
くの土居川など思い出した
くありません︒二度と繰り
返したくない戦争ですが︑
小競り合いは永久に続くの
ではないかと思います︒
住まいは︑美原町から大
阪市内︑高石と引越しまし
た︒ 大 阪 市 内 に い た こ ろ
は ︑ 小 学 生 人で寺に避難
していました︒食べ物は配
給で︑終戦直後はクーポン
券で食べ物と交換していま
した︒卵などは病気になら
ないと食べられず︑昼はじ
ゃがいも２つという状況で
した︒
軍人勅諭は︑共同責任と
いうことでなぐられるため
憶えました︒昔は今と違っ
てそれぞれが責任感があっ
たように思います︒

文字をＡＢＣ順に並べてできる
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71

カギを解き、二重ワクに入る

20
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「とも」９月号に掲載した戦争体験手記募集を見て、お２人より
お便りをいただきました。もうお１人は次号にて掲載します。

寄稿 私の戦争体験
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