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韓国で初めての慰霊祭、同進会・遺族会が開催

6月 23日 、韓国天安市「望郷の丘」に眠る韓国人元BC級戦犯者への慰霊祭が、同進会と遺族

会との共催で行われました。日本からは、李鶴来同進会会長、有光健応援する会世話人が参列。

同墓地に眠る 6名 の韓国人元戦犯者の霊を慰め、姜道元韓国遺族会会長の亡父姜泰協さんの墓参

りもしてきました。

今月、NHKでBC級戦犯者の特集を放送します :

6月 22～26日 の訪韓では、この慰霊祭ほか 1962年 に韓国に帰国した元戦犯の金哲基さんを訪間、

その様子を NHKのカメラが追いました。昨年 12月 の日韓共同シンポジウム等の動きも含めた取材

をもとに、下記のとおり番組が放送されます。ぜひ、ご覧ください。(特に8月 17日 の番組が、韓国・

朝鮮人戦犯を扱っています。8月 24日 は日本人戦犯。ハイビジョン番組は両者を併せたもの)

●NHKハイビジョン特集 『BC級戦犯 獄窓からの声』

B S hi 8月 13日 (水 )21:00～ 22:50

⇒ ●NHK EW特 集  『韓国 。朝鮮人戦犯の悲劇』

NHK教育 8月 17日 (日 )22:00～   (90分予定)

●NHK ETV特集  『1`罪"と向き合う時』

NHK教育 8月 24日 (日 )22:00～

追悼辞を読む李鶴来同進会会長 追悼辞を読む姜道元遺族会会長

(90分予定 )



報 告卜李鶴来さんと韓国で初めての慰霊祭に参列して

有光  健

6月 22日から26日にかけて李鶴来さんと一緒に韓国を訪ね、「望郷の丘」で開催された韓国・朝鮮人

BC級戦犯者の初の合同慰霊祭に出席した後、各地の関係者を訪ねてきた。以下4泊 5日の旅の概要だが、

一部は8月 17日 22:OOからNHK教育 T∨「ET∨ 特集」でも放送されるので、ぜひご覧いただきたい。

■「望郷の丘」で大学生らの支援も受けて

合同慰霊祭を開催 (6/23)

6月 22日夜ソウル着。23日 ソウルから車で 1時間

ほどの天安市にある国立墓地「望郷の丘」の式典会場

で韓国元BC級戦犯者遺族会と同進会が合同で行つた

初の慰霊祭に参加した。まず全員で黙祷、続いて李鶴

来同進会会長、姜道元遺族会会長が献花した後、それ

ぞれが追悼の辞 (後掲)を述べ、韓国政府日帝強占下

強制動員被害真相糾明委員会全基浩委員長の弔辞を李

世日首席調査官が代読。全員で献花した後、2ヶ所に

分かれている墓地に向かい、同地に埋葬されている6

人の元BC級戦犯者全員の墓をまわって、それぞれの

墓標の前で、花と酒と日本から持参したお菓子を供え

て黙祷した。埋葬されている6人は、千光麟σJ殉、

朴成根(D、 林永俊(D、 許栄(自機 、李善根鮨め 、

金鍾渕(病殉 各氏で3人ずつの墓標が寄り添うように

立っていた。

遺族会側は、姜道元会長 (故姜泰協氏子息)、 朴一溶

さん0財卜允商氏子息)、 朴粉子さん(故朴栄祖氏息女)、

金員亨さん (故金玉銅氏息女)と故金沢振氏の遺族が

参列。ほかに、韓国被爆者協会の郭貴勲前会長、韓国

シベリア朔風会の李柄柱会長、李セソップ副会長、太

平洋戦争被害者補償推進協議会の李熙子共同代表以下

遺族の女性 6人、金銀植事務局長(司会)、 近くの詳明

大学の学生ボランティア約 10人、民族問題研究所ス

タッフ、取材スタッフなど 30人余りが参列 。参加し

たしめやかな慰霊祭だった。

昼食後、ソウル市内に戻り、このほど被害者支援委

員会も兼任することになった真相糾明委員会事務局を

訪間、全基浩委員長に挨拶、懇談した。夜は同委員会

理事の張完翼弁護士 (親 日派財産没収委員会事務局長)

らと懇談。

■洪起聖さんの生象 姜泰協さんの墓を訪ねる

翌 24日 、姜道元遺族会会長に父上の裁判資料のコ

ピー(内海愛子代表提匁 を手渡した後、車で約2時間

の忠清北道忠州郊外の洪起聖体 ンギスン)さん(スガモ

プリズン収監者の手記『壁あつき部屋』1953年に、金

起聖のベンネームで「朝鮮人なるがゆえに」を執筆。

帰国後自機 の生家値 い農家で、現在の住人は別力 を

訪ね、近所に住む甥の洪守永(ホンスヨИさんの案内

で、遺骨を散骨した弾琴台(タ ングンうりIIを■緒に訪

れ、合掌。

その後、姜道元遺族会会長の実家を訪ね、実家近く

の果樹園の中にある故姜泰協(カ ンテヒョカ さんの墓

を訪れ、裁判資料到着を報告。りんご畑の中の大きな

墓に資料と日本酒を供えて合掌。刑死された姜泰協さ

んの墓参りがようやく果たせて、李鶴来さんは感極ま

っておられた。姜泰協さんの墓の左隣には同じく軍属

で南方に動員され、戦後無事に帰国し、天寿を全うさ

れた弟の墓もあり、兄弟で日本軍のために動員されて

いたことを知る。

■金哲基さんと野口部隊跡 口釜山港を再訪

その後、列車で釜山に移動し、翌 25日朝、巣鴨刑

務所を出た後、1962年頃に帰国した金哲基(キムチョ

ルごうさんを釜山から1時間ほどの自宅に訪ね、懇談。

今年 87歳の金哲基さんはかなり弱つておられ、ほと



んど外に出ることもないという。記憶も途切れ途切れ

で、話が違う方向に飛んだりもした。車椅子を借りて、

■緒に釜山市内に戻り、金さん。李さんらが訂1練を受け

た野田部隊の跡地を訪ねた。跡地は、現在も米軍施設

で、立ち入り取材は許可されなかったが、門の周りを

車でめぐり、遠くからその様子をうかがうことができ

た。

同部隊が出発した釜山港を訪れ、波止場で金さんの

車椅子を李さんが押しながら散策し、当時をしのんだ。

李さんにとっては 66年ぶりの釜山港波止場だった。

当時緊張して乗船 。出航したが、もうあまり細かいこ

とは覚えていないとのことだった。

夕刻、ホテルを訪ねて来て下さったシベリア朔風会

の朴定毅夫妻と懇談、翌 26日午前は挺身隊問題対策

釜山協議会の金文淑さんが主宰する「日本軍慰安婦記

念館」を訪ね、見学・懇談。午後の便でソウル経由で

羽田に戻った。

■韓国国内で調査と聴き取り進む。12月 5日 に

第2回日韓共同シンポジウムを予定

現在直接韓国国内で消息がつかめている当事者は金

哲基さんだけだが、潜在的にはまだ何人かは存命中と

思われる。李鶴来さんにとって、金哲基さんとの再会

はなつかしいものだった力ヽ 金哲基さん力渤 なゝり老衰

しておられ、話が十分できずヽもどかしいところがか

なりあったようだ。予定が終わって、ホテルで別れた

後、金哲基さんを現地スタッフが自宅まで送ったが、

車中で金哲基さんは号泣し続けていたという話を後で

聞いて、胸が痛んだ。金哲基さんの側にも、もどか

しい屈折した思いがあったのだろうが、十分それらを

聞き出すことができなかった。

昨年 12月 に来日された遺族会の姜道元会長が終始

付ききりで、釜山にも同行して世話して下さった。こ

の間各地をよく歩いて、精力的に関係者の聴き取りを

進めているとのことで、成果が期待される。

今回内海さんから提供された刑死した故姜泰協さん

の裁判資料コピーの贈呈も姜会長から大変感謝された。

真相糾明委員会が掘り起こしてきた韓国国内でのBC

級戦犯関係者の調査とカムアウトは着実に進んできて

いる。今年 12月 5日0に は韓国で第2回の「韓国・

朝鮮人BC級戦犯者問題日韓共同シンポジウム」が開

催される予定で、その時に調査と運動の詳しい成果報

告が聞くことができるもようだ。12月 4日～7日 の予

定で同進会・応援する会で参加者を募って、韓国を訪

れる予定なので、参加希望者は、事務局までご一報い

ただきたい。 (巻末の連絡先まで)

9月 7日 (日 )午後 2時から麻布の在日韓人歴史資料

館で報告会を開き、8月 17日に放送されるNHKの

ETV特集の感想なども出演者も交えて語り合う予定。

なお、同資料館では昨年の企画展に続いて現在も常設

展示にBC級のコーナーを設けて一部展示しているの

で、ぜひご覧 。ご紹介いただきたい。連絡先⇒容

03‐3457-1088、 http巧―koreans.or

【ビデオ&報告集会】

立法に動き出した韓国・朝鮮人BC級戦犯者問題

日時 9月 7日 (日 ) 14:00～ 16:30 (開場 13:30)

場所 在 日韓人歴史資料館 (港区麻布 1-7-32 韓国中央会館別館 3F)

詳細は同封のチラシを参照ください



追 悼 の 辞

故友の霊位に謹んで追悼辞を申し上げます。

1945年太平洋戦争が終結すると同時に日帝支

配から解放された祖国は、多くの困難を乗 り越

え、現在立派な独立国家としての役割を果たして

おります。

私たちは 1942年 日本軍に強制的に徴用され、

従軍しました。戦後、軍務中の責任を問われ、連

合国の軍事裁判により友人 23名が死刑、125名

が有無期に処断され、哀悼を禁じえません。

現地刑務所で服役中、日本のスガモプリズンに

移管され、1957年 4月 には全員が釈放となり、

多くの友人が帰国しましたがtやむを得ない事情

により、外国日本に居住するようになった者もお

り、高齢化しております。

私たちはいつも強制動員の負い目を感じ、戦後

国家復興事業に何 ら寄与することもなく大変恐

縮に存じておりますが、幸い韓国政府は 2006年

日帝強占下強制動員被害真相究明特別法により、

BC級戦犯は強制動員の被害者であると認定 し

ました。半世紀以上の運動の中で最も意義深いも

ので、大変感謝しております。

お蔭様で 2007年 2月 には、戦後 62年 目に遺族

会を創立し、今日は祖国で慰霊祭を挙行すること

ができ感無量です。無念の思いで刑死された友

人、釈放後生活苦の中で他界した友人たち無念の

思いを多少なりとも癒すことができ、誠に幸いな

ことです。

今私たちは、韓国や日本では、BC級戦犯に対

する理解と支援を要請しておりますが、ことに日

本政府に対 しては半世紀以上も運動をしてお り

ますが、この度、民主党が中心になり、5月 29

日衆議院にBC級戦犯に関する法案「特定連合国

裁判被拘禁者等に対する特別給付金に関する法

律案」が提出されました。一日も早く可決・成立

することを望んでおります。

微力をお詫びするとともに、今後とも積極的に

運動を展開し、所期の目的達成のため努力しま

す。

故友の皆さんが、夢にも見ることが出来なかっ

た祖国に帰ることが出来ました。どうか安らかに

お眠り下さい。ご冥福をお祈りします。

皆さん、ありがとうございました。

2008年 6月 23日

同進会 李鶴来 合掌

追 悼 の 辞
第 2次世界大戦が終戦になってからでも、いつ

の間にか 60余星霜が過ぎました。

私たちの先祖は日帝の植民地支配下にあった

韓半島で生まれ、帝国主義者たちが挑発した戦争

の遂行のために、連合軍の捕虜監視員として強制

的に引きずられていき、タイ、マレーシア、ジャ

ワなどの地で服務しました。解放になるや、この

方々は連合国の戦犯裁判に付され、23人が死刑に

処され、125人が有期刑を宣告されました。

私たち韓国人 BC級戦犯者の遺族たちは、日本

軍の残酷な捕虜政策により「戦犯者」または「親

日賦役者」という汚名を受けるほかはなく、その

当事者と遺族たちは言葉で表す ことのできない

苦痛に耐えなければなりませんでした。

私たちは、徹底した真相究明も、無念な犠牲に

対する名誉回復も、正当な賠償も、未だ課題とし

て残していることに対し、まず故人となられた先

祖たちに、恥ずかしいことこの上ありません。

今日私たちは、日帝の侵略戦争によって、懐か

しい故国の土を踏んでみることもできないまま、

先に行かれた先祖の方々の怨みの霊を、せめて慰

めようとこの場所に立ちました。

、 過ぐる世紀の不幸だった一時期により、多くの

犠牲の痛みがありました。もうこれ以上このよう

な痛みが繰り返されてはいけません。私たちは平

和で幸福で満ちた世の中を、私たちの子孫たちに

残してやらなければなりません。

私たちの子孫たちが三度と再び私たちのよう

な不幸を経験しないように、最後の闘魂を尽くそ

うと思います。

真心のこもった韓 。日間の和解と、東北アジア

の平和安定を祈願すると同時に、無念な犠牲者た

ちが高い天ででも、平安な安息をお求めになるこ

とを祈願いたします。

どうぞここ、暖かい故国の地で、平らかに永眠

なさってください。

2008年 6月 23日

韓国 BC級戦犯遺族会を代表して

姜道元 拝



追 悼 の 辞

連合国戦犯裁判の被害者、そして遺族の皆様。

私たちは今日、60余年前に日帝の強制動員がも

たらした不幸な歴史の中で、無実の罪で犠牲にな

った方々の魂を慰労するために、この場所に集ま

りました。

まず深い哀悼の心で怨みの諸霊を追慕し、謹ん

で冥福を祈ります。また強制動員の被害者であら

れながらも、日帝の協力者という一部の疑惑に凝

り固まった視線の中で、長い歳月、無念さを静め

ながら苦痛に耐えてこられた遺族の皆様に、心よ

り慰労の言葉を申し上げます。

この席が用意されるまでに、解放されてからで

も 60年を超える時間がかかりました。148人の

韓国(朝鮮)の連合国戦犯裁判の被害者たちは、2

次大戦を起 こした国家の国民でありませんでし

た。植民地の民として、日本が遂行した戦争に強

制動員されたにもかかわらず、その方々にとって

解放は、故郷への帰郷でない、収監につながりま

した。日本の戦争責任を転嫁されたまま、BC級
戦犯として処罰された方々は、初めから、戦犯と

いうよりはむしろ被害者でした。

私 ども日帝強占下強制動員被害真相究明委員

会では、2o06年 5月 26日 の第 20次委員会で、

韓国(朝鮮)人 BC級戦犯を、日帝による強制動員

の被害者と決定したのであります。その時に皆様

が送ってくださった声援 と真心に満ちた感激の

表現を、生き生きと記憶しております。そしてそ

れが何を意味するのかを、いつも胸に刻んでおり

ます。私どもはその間、被害者の方々の名誉回復

と、その方々の無念さを証明してさし上げる調査

活動に、多くの努力を傾けてまいりました。先月

もお一方を犠牲者として追加で認めました。

まだ心残りな部分が少なくありませんが、無念

にも犠牲となった韓国(朝鮮)人 BC級戦犯被害者

の名誉回復、追慕事業などは、今や少しずつ進展

しております。最近日本の国会でも、肯定的な動

きが現れていることは励みになることに違いあ

りません。私たちは日本政府が、彼らが不当に処

遇した韓国(朝鮮)人 BC級戦犯被害者の問題に、

積極的な関心を持つことを期待します。許しと和

解を言うためには、まず無念にも苦痛を受けた

方々の傷が癒やされ、名誉回復がなされなければ

なりません。それが良識ある国家がしなければな

らない、最小限の道理です。これを通じてのみ、

韓日両国は相互間で信頼を回復し、共生の歴史を

開いていくことができるでしょう。

戦後 60年がはるか前に過ぎましたが、韓国(朝

鮮)人犠牲者たちについての遺体の実態調査や遺

骨の収拾・奉還などは、期待に沿えておりません。

日本政府が加害者としての責任を感じ、人道的な

次元で韓国(朝鮮)人犠牲者の問題により多くの関

心を持ち、問題解決に乗り出すべきです。

日本政府が事実関係をはっきりと発表し、無念

な被害者たちの冤罪をはがし、その恨を解いた後

でこそ、韓日両国が過去を抱え、真心からの許し

と和解の道に出ていくことができます。過ぐる日

の歴史に一つ一つ結末をつけていくとき、韓日関

係と東北アジアの平和、さらには世界の平和を成

し遂げるのに、両国民が寄与することができるよ

うになるでしょう。

もう一度、怨みの諸霊を追慕し、永遠の安息を

祈ります。ありがとうございます。

2008年 6月 23日

日帝強占下強制動員被害真相究明委員会委員長

全基浩



韓国遺族会の資料請求に、初めて日本政府が回答

昨年 12月 10日 に韓国元 BC級戦犯者遺族会 (姜道元会長)が外務省を同進会 。応援す

る会とともに訪れ、韓国在住の 15人分の資料の提供を求めましたが、窓日の外務省(ア ジア

大洋州局北東アジア課)は 7月 31日 付で初めて回答を日本側代理人に郵送してきました。

回答内容は以下のとおり。

1.厚生労働省回答 :

1)朝鮮人存虜監視員の人数や全体の状況⇒ 「当局は朝鮮人捕虜監視員の詳細について

は把握していない。」

2)15人 の服務記録、未払い賃金供託⇒  「請求の 15人 中、捕虜監視員の記録があるの

は 6名のみ (姜太協、下鍾升、金英柱、申明休、金澤振、朴栄祖)。 未払い賃金供託

の記録はなし。 (巣鴨刑務所服役中の賃金は所管外 )」

3)15人 の遺骨⇒  「7人分は承知しているが、他の 8名は把握していない。(7人分は

姜太協 :1974年 12月 韓国政府に返還、下鍾チ :1982年 12月 に返還、金英柱 :1974

年 12月 返還、金澤振 :1984年 4月 に返還、金貴好 :1982年 12月 返還、朴栄祖 :

1974年 12月 返還、金長録 :現在、祐天寺)」

2.ゆうちょ銀行福岡貯金事務センター回答 :               ‐

申請した 15人分の朝鮮人存虜監視員の中で、軍事郵便貯金の残高が確認できたのは「木

村泰誠」さん (本名=朴泰誠、馬来伶虜収容所第三分所、2373円 、刑期 10年、1951年

11月 9日巣鴨刑務所出所、請求人=朴書慶)のみ。

*7ヶ 月かかって、分かつたのは朴泰誠さんの軍事郵便貯金の残高 2373円だけという、

まことに能率の悪い調査報告でした。調査担当者・責任者の名前の記載もなし。 (編集部)

平成 20年  4月 IP日

朴 書慶

ゆ う ち ょ 銀 行

福岡貯金事務セ ンター

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、このたび ご照会のありま した軍事郵便貯金 につきま して、貯金原簿を

管理 している当センターで調査 しま した結果、  木村 泰誠  様名義の貯金

(預入金 2373 円 00銭 )力 確`認できま したのでお知 らせいた しますが、

大韓民国の国籍を有する方の軍事郵便貯金につきましては、「財産及び請求権

に関す る問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大幹民国とのFRIの協定」

(昭和 40年 12月条約 7号)及びこれに基づ き制定された国内法によ り、権

利は消滅す ることとなつてお ります。

従いまして、お申し出の軍事郵便貯金につきましては、お取 り扱いできない

ものですか ら、あしからず ご了承輌います。

まずは、要用のみにて失ネLいた します。6
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日韓会談関連文書の全面公開請求裁判で李鶴来さんが陳述

現在東京地裁で、日韓会談関連文書の公開を求める第二次訴訟が行われています。李鶴

来さんも原告として加わり、7月 1日 に陳述。

「韓国政府は 2005年、韓日会談当時の文書を一切公開しております。2006年 6月 には、

BC級戦犯は強制動員の被害であることを認定しました。その公開文書の中には、BC級

戦犯に関連する文書も発見しました。日韓会談の対象になっていないことは明確であり、

日本側はBC級戦犯問題は別個の問題として検討したいと答弁している記録もあるのです。

韓日会談が妥結してから43年 も経過している今日、両国政府は問題を提起することもなく

放置していることは、誠に遺憾であります」と、文書公開を強く求めました。

(詳細は、日韓会談文書・全面公開を求める会 httpノ /www7b.biglobe.ne.jp/～ nikkaゴ )

李仁夏牧師逝去

韓国 。朝鮮人BC級戦犯者問題をずっと心にかけ応援 してくださって

いた李仁夏さん (り II崎教会名誉牧師)が、6月 30日逝去されました。83

歳でした。韓国政府からBC級戦犯者が強制動員の被害者であると認定

されたことを受けての、名誉回復を祝う会(2006年 7月 9日 )では、呼び

かけ人として名を連ね、力強い挨拶もくださいました。謹んでご冥福を

お祈りいたします。7月 12日 大韓キリス ト教会で行われた「お別れの会」

には李鶴来さん、今村嗣夫弁護士、内海愛子代表、村井吉敬・李泳采・

有光世話人らも参列、お別れしました。

◆名誉回復を祝う会でのご発言より

「私のような年をとった者があちこちで発信します。これでいいのか。もと来た道に戻

ろうとする、これでいいのか。こういう戦争ができる国がそんなにいいのか。本当に地

球上から戦争は廃絶できるのか。そういうすばらしいものを日本がこの間もっていたは

ずなのに、それが覆い隠されていこうとするこの悲劇的な局面をどう乗り切るかが、実

は私に、またみなさん一人一人に問われているのです。ですから、BC級戦犯で悲隊1的

で辛い経験をされたみなさんが、まだ目をつぶることはできないというお話なんです。

どうぞご健闘ください。みなさん、よろしくお願いします」

故洪起聖さんの甥の洪守永さん (中央) 釜山港にて。金哲基さん (左)と李鶴来さん



◆ 臨時国会に向けて署名を集めます           .
韓国 。朝鮮人、台湾人元戦犯者に対する補償法案が継続審議となっております。すみや

かに成立させるため、引き続き署名活動を行なってお ります。秋の臨時国会に提出いたし

ますので、改めてのご協力をお願いいたします。

署名は応援する会ホームページからもダウンロー ドできます。

第 1次締切 8月末

第 2次締切 10月 末

宛先は下記まで (宅急便など大回の場合は同進会へ。〒175‐0082 板橋区高島平 7-1-24)

活動日誌 (2008年 )

6月 21日 :   『「同進会」を応援する会通信』No.6発行

6月 22～ 26日  韓国天安市望郷の丘にて同進会 。遺族会が慰霊祭挙行。李鶴来会長、有光

健世話人、日本より参列。

7月 6日    同進会総会

7月 18日    同進会、応援する会、合同役員会

8月 5日     『「同進会」を応援する会通信』No.7発行

発行  韓国・朝鮮人元 BC級戦犯者「同進会」を応援する会

連絡先  (住所)162-0823 東京都新宿区神楽河岸 1-1 10階

東京ボランティア市民活動センター気付 メールボックス No.120

(E‐ mail) BCQ@nifty.com または ZXF00410@nifty.com

(電話)  070-6656-7031(留 守番電話)

ホームベージ httpノなbcqoweb.fc2.com/ (ブ ログ httpノんcq.blog49.fc2.com/)

郵便振替口座 同進会を応援する会 00100-1-463945

銀行振込口座 同進会を応援する会 三菱東京UFJ銀行 神保町支店 普通 2414414



ビデオ&1報告集1会

立法に動 き出 した

韓国・朝鮮人 BC級戦イLtt rrn題

今年 (2008年)5月 29日 、韓国 。朝鮮人元BC級戦犯者に対して補償を実現するた

めの法案が、初めて日本の国会に提出されました。

日本のずさんな捕虜政策のために、戦後、連合国裁判で死刑をはじめとする重い刑に

処された朝鮮半島出身の青年たち。しかし、日本政府は彼らに対して何の謝罪・補償も

行なって来ませんでした。6月 23日 、昨年結成された韓国遺族会は初めて慰霊祭を「望

郷の丘」で開催しました。

法案は次期国会での継続審議となりましたが、そこに至る経緯はどうだったのか、当

事者はどのような思いで受け止めているのか、成立に向け何ができるのか等を語る集会

を、下記のとおり開催いたします。補償を訴えつづけてきた当事者や遺族の動きを追っ

た映像も上映。たくさんの方のご参加、お待ちしております。

とき

ところ

9月 7日 1日)14:00～16:30

在 日韓人歴史資料館セミナー室

(開場 13:30)

●所在地  106-8585 港区南麻布1-7-32

韓国中央会館別館 3F

●電話  03-3457-1088

(ただし当日は休館日のため午後のみ開室)

●交通案内 東京メトロ南北線、都営大江戸線

「麻布十番」駅下車 2番出口より徒歩 3分

内容 第1部 ビデオ上映

(8月 17日 22:00～放送予定のNHK・ ETV特集など)

第 2部 報告

李鶴来 (同進会会長)

内海愛子 (同進会を応援する会代表)

有光健 (戦後補償ネットワーク世話人)ほか

500円参加費

主催   同進会 を応援す る会  email BCQ@niftyCom

電話 070-6656-7031(留守番電話)

*終了後、近くの店にて交流会を行ないます。お時間のある方はどうぞご参加ください。

韓国大使館 鬱
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この夏、NHKが韓国・朝鮮人BC級戦犯者問題を特集 !

● ハイビジョン特集 BC級戦犯 獄窓からの声

BShi 8月 13日 (冽K)21:00～ 22:50

1950年 代初頭、スガモプリズンに、自らの釈放を疑問視するBC級戦犯のグループがあった。ニューギニ

アで住民を虐殺し、20年の刑を受けた飯田進は、獄中で自らの戦場体験を凝視し続けた。朝鮮半島出身のイ・

ハンネ (李鶴来)やホン・ギソン(洪起聖)等は、自身の罪を認めながらも、日本軍の責任を転嫁された不条理

を訴えた。大東亜共栄圏の幻想から脱した日本人戦犯と、朝鮮半島出身の戦犯は、互いに影響しあいながら、

「壁あつき部屋」などの手記を壁の外に向けて発表した。番組では、飯田進やイ・ハンネ等の戦場体験をそ

の裁判記録と付き合わせながら描く。さらに、戦後彼らがスガモプリズンの獄窓から発した問いの意味を考

えていく。

● NHK El町 特集 22:00～ (90分 )

31月11‐ 7.目|(嗜|>曇 |1雄

シ哺絲ガBC簸職轟 《1》 韓覇・ 義鮮Å職経め懇爾

一昨年、韓国の 「強制動員被害真相糾明委員会」は BC級戦犯の被害認定を初めて行った。それまで対日

協力者とされ、過去を語ることも許されなかった元戦犯が、戦後 60年 を経て、ようやく名誉回復を果たした

のである。ついで去年 2月 「韓国元 BC級戦犯者遺族会」が発足。これまで口を開ざしてきた元戦犯や遺族

が重い口を開き始めた。一方、彼らを裁いた法廷の記録が研究者の手でオランダ、イギリスから発掘され、

韓国人 BC級戦犯の真実が明らかになろうとしている。日本は捕虜収容所の監視員としてどのように朝鮮半

島の青年を動員したのか。そして収容所では何があつたのか。その責任は戦後、どのように裁かれたのか。

今年に入つて沈黙を守っていた BC級戦犯が韓国で見つかった。インドネシア・ジャワ島で捕虜監視員と

して働いていたキム・チョルギ (金響基)さんである。 6月 半ば、日本に暮らす元 BC級戦犯イ・ハンネ (李

鶴来)さんが彼のもとを訪間、半世紀ぶりに再会した。東南アジア各地で捕虜監視員として働かされた朝鮮

人の実態を元 BC級戦犯の証言とオランダ・イギリスに残る裁判記録で明らかにする。そして何が問題とし

て残されたのかを考える。

● NHK E]障 特集 22:00～ (90分 )

31月121壌1日(貫〉曇1轟

シリーズEC難戦舞 《霊》 “轟"t=角 幸姦う時

5700人が裁かれ 934人が処刑された BC級戦犯裁判。これまで BC級戦犯については、勝者による不当な

裁判という文脈が強調されてきた。しかし、それは、半分の真実でしかない。BC級戦犯裁判とは、被害者

性と加害者性がねじれながら混在する、日本人の戦争体験そのものである。元戦犯や遺族の中には、今日な

お、戦犯裁判の意味を問い続けている者がいる。ニューギニアで、敵ゲリラの殺害などに関与したとされ 20

年の有期刑を受けた飯田進さんは、獄中で自らの戦場体験を見つめ、そこから、戦前 。戦後の日本の矛盾を

訴え続けてきた。橋本和正さんの叔父は、マレー半島で華僑虐殺を指揮したとされ処刑された。橋本さんは、

今、叔父の裁判資料を読み、事実に正面から向き合おうとしている。BC級戦犯裁判では、何がどう裁かれ

たのか。今、何を問い掛けるのか。元 BC級戦犯と、その遺族たちの声から考えてゆく。


