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韓国で BC級戦犯者遺族と交流
昨年 (2008年 )12月 5～ 8日 、朴来洪 。同進会副会長を団長として、同進会メンバーと支援者計 10

名が韓国ソウルを訪間、BC級戦犯者遺族 8名 と交流を深めてきました。刑死者や元同進会会員の眠る

国立墓地「望郷の丘」で慰霊を行い、また真相究明委員会などBC級戦犯者の名誉回復にかかわった政

府機関を訪問してきました。詳しくは次ベージからの報告をご覧ください。

韓国交流ツアーの報告会 3月 8日 (日)14時 ～在 日韓人歴史資料館にて

日韓の当事者家族の思いと、両国政府の最新の状況を知る機会です。同封のチラシをご覧の上、どうぞ

ご参加ください。

大盛況だつた「女性たちの話を聞く会」
11月 15日 (土 )、 「BC級戦犯者だった夫と共に一 女性たちの戦後――」を開催しました。直前の朝

日新聞に紹介記事が出たこともあり、会場の在日韓人歴史資料館は 70名 を超える参加者で超満員。畠

谷サダ子さん (金完根さん夫人)、 朱末礼さん (故・丁永玉さん夫人)、 姜福順さん (李鶴来さん夫人)、

白井セツさん (故・表禎高さん夫人)の 4名のお話がありました。日本政府に国家補償を求めた裁判で

も、家族の戦後をふくめた女性たちの話を直接聞く機会はあまりなく、貴重な場となりました。詳しく

は 8～ 18ベージをご覧ください。



轟目・ 朝鮮人 BC級職犯者間■ 日 韓 交 流 ツ ア ー 報 告

本卜;来:荘共(パクネホン、同進会副会長)

例年より暖かさを感じた日本から、昨年のシン

ポジウムでの遺族会との約束 (来年はソウルで!!)

を果たすため、韓国ソウルヘ総勢 10名 (林るみ

さん深夜現地合流)が、12月 5日 訪韓した。迎え

のバスに乗リツアーがスター ト。

ホテルで姜元道遺族会会長と金銀植氏との再

会を喜び合い、その後ツアー参加者と深夜遅くま

で話に花を咲かせて床についた。

二日目は朝から晩まで遺族会との交流、そして

忘年会。交流会では初めて会う遺族会のメンバー

と韓国語、日本語、英語やジェスチャーなどを交

えながら、大いに盛り上がった。

三日目は「望郷の丘」へ参拝、献花。「独立記

念館」見学。希望者 8名韓国エステ (初 日のバス

のガイ ドさん推薦のお店へ )。

最終日は「強制動員被害者真相究明委員会」「支

援委員会」訪問。「韓国シベリア朔風会」との交

流。そして桂鳳泰弁護士訪間と、忙しくはあつた

が充実した時間を過ごした。

個人的には 32年ぶりに再会した故朴允商おじ

遺族会との話し合い

さんの長男との再会、故李善根さん、金宮のおじ

さん (金鐘渕さん)の墓参り、昨年来日した遺族

会のメンバーとの再会など、多くの思いが′心に残

りました。

できればシベリア朔風会の方々ともう少し話

ができたら、と日本に帰ってきて思いが強くなり、

皆様が元気なうちにぜひ再会したいと思ってい

ます。

李鶴来同進会会長が体調不良のため、頼りない

私が団長となりましたが、何事もなく無事にまっ

とうできたのも、参加メンバーの協力のおかげと

感謝しております。

最後に、今回のツアーで今後二世として立法成

立に向けての活動はもちろんですが、同進会の歩

みを残せるものを作成していけるよう頑張ろう

と強く思いました。

そして韓国の遺族会の活動に役立つものを提

供できるように努力し、遺族会とより強い連帯が

できるよう頑張っていきます。

真相究明委員会

盛り上がった忘年会



韓口交流ツアー日誌 (2008。 12。 5～8)

2006年、韓国政府が BC級戦犯者を「強制動員

被害者」として認定し名誉回復がはかられたこと

を機に韓国遺族会が結成され、一昨年 (2007年 )

12月 8日 には、東京で初めての日韓共同シンポジ

ウムが開催されました。その折の約束通り、昨年

12月 5～ 8日 までの 3泊 4日 、ソウルでの交流を

果たして来ました。計画当初は、衆議院に提出さ

れた法案審議の状況や、総選挙後の報告もできる

時期かと思っていましたが、残念ながらそれらは

全く動かず。しかし、韓国内での動きを肌で知り、

韓国の遺族の方々との絆を深める得難い機会と

なりました。

日本から参加したのは、朴来洪 (故・朴昌浩氏

長男)、 畠谷吉秋 (金完根氏長男)、 自井セツ (故・

表禎萬氏夫人=体験については 16～ 17ベージ記

事参照)、 白井淑子 (同 。次女)、 内海愛子 (応援

する会 )、 有光健 (同 )、 大山美佐子 (同 )、 林る

み (同 )、 平山百子 (同 。日中友好協会)、 赤石英

夫 (同 。日朝協会)の計 10名。

韓国側は、これまで来日したことがある 4名に

加え、新たに 4名の遺族 (金奉柱 〔弟〕、テ畑淳

〔甥〕、羅鉄雄 〔息子〕、朴巡皓 〔孫〕の各氏)が

参加、各自の思いが語られました。

なお、李鶴来さんは朝晩のめまいがとれないな

どの体調不良で、参加を断念。条理裁判原告でも

あった韓国清州在住の下光沫さんも、心臓の手術

後あまり無理はできないとのことで、お目にかか

れなかったのは残念なことでした。

受け入れには、元太平洋戦争被害者補償推進協

議会の金銀植さんが労をとってくれました。以下、

全行程を簡単に紹介します。  (大 山美佐子)

～SCHEDULE～

12月 5日 (金) 15:35発 JL8833便、30分ほど遅れ羽田を出発、19時金浦空港着。20時過ぎにソウ

ル・永東ホテルに到着。姜道元会長、金銀植さんが出迎え。『ハンギョレ新聞』金考淳記者も。ホテル

隣りの食堂で夕食。その後ホテルに戻るが、皆で夜中 1時半ごろまで語り明かす。白井セツさんの学徒

動員体験や、それぞれが BC級問題にかかわったきっかけなど。

金銀植さんのオフィスにて会合。自己紹介。

朴一溶さん

12月 6日 (土)午前

姜道元さん
金員亨さん

金奉柱さん ヂ飼淳さん 羅鉄雄さん 朴巡皓さん



遺族会参加

。姜道元 (カ ンドウォン) (故 姜泰協氏子息、タイ捕虜収容所、死刑)

。朴一溶 (パ クイルチュン)(故朴允商氏子息、ジャワ捕虜収容所、15年刑、条理裁判原告)

・朴粉子 (パ クプンジャ) (故 朴栄祖氏′息女、タイ捕虜収容所、死刑)

。金員亨 (キムジンヒョン) (故金玉銅氏息女、ジャワ捕虜収容所、3年刑 )

以上 4名 は、2007年 日韓共同シンポジウムに来日

・金奉柱 (キムポンジュ) (故 金栄柱氏弟、タイ捕虜収容所、死刑)

1933年生まれ (75歳)3人兄弟で金栄柱氏は次男、自分は三男。釜山野口部隊に面会に行った

のが最後となった。自分は学徒兵で朝鮮戦争に行き、今は朝鮮戦争犠牲者の会の富川の副部長。

。ヂ畑淳 (ユ ンヒョンスン)(故ヂ東鉱氏甥 (弟 の息子)、 マレー捕虜収容所、20年刑、条理裁判原告)

・羅鉄雄 (ナチ ョルン) (故羅三詐氏子息、マレー捕虜収容所、終身刑のち減刑)

軍人軍属裁判で 3度ほど来日。

・朴巡皓 (パ クスンホ)  (故 朴鐘介氏 〔1914-1979〕 孫、タイ捕虜収容所、15年刑)

1983年生まれ (26歳)祖 母 93歳で存命。父親は体調悪くかわりに自分ががんばりたい。

12月 6日 (土)午後  年末放送予定で編集中のドキュメンタリー『沈黙の遺産――父の戦争』(桂世

栄監督)か ら 20分ほどを見る。カメラマン難波こうじさんが解説。姜道元さんの父親探しの旅といっ

た内容だそうで、イギリスの公文書館に裁判資料を見に行ったり、泰緬鉄道の現場に行ったりする (12

月 27日 韓国のケーブルテレビQチャンネルで放送)。

続いて姜道元さんが感想。ロケの最初が、盛岡に住む日本人 BC級戦犯の息子・駒井修さんのところ

だったそうで、「日本人戦犯の遺族も、迫害を受けたということでは韓国人と変わらない」という感想

を述べたことから、「日本人は戦犯でも補償を受けている。韓国人の場合とは違う」と朴粉子さんから

異論が出される一幕も。また、イギリスの公文書館では、姜さんが処刑された戦犯者の息子と知った職

員が、本当に資料を見て大丈夫なのかと躊躇したそうだ。戦犯者処刑の様子を写したフィルムには立ち

会ったイギリス人の笑い声まで入っていたという。

続いて今後の活動として、韓国側 (金銀植さん)か ら「望郷の丘」に慰霊碑建立の提案。しかし、実

際の交渉面、金銭面、名称のことなどの課題あり、とりあえずは日本での立法運動が先決ということに。

各人の家に残る写真・記録の類を掘り起こしたり、家族の体験を聞き取りしたりする必要も語 られた。

姜道元さんが、ドキュメンタリー取材での体験から、何事も現場を見てみないと分からないことがあ

る、と発言し、次の交流はシンガポール (チャンギー刑務所)、 インドネシアなどで、ということで盛

り上がる。

夜は、近くのレス トランで忘年会。前年日韓共

同シンポジウムのため来日した、真相究明委員会

の李世日調査官も参加。



12月 7日 (日 ) 雪の降る寒い朝。チャーターしたバスで天安市の望郷の丘に。遺族会からは姜道元

さん、朴粉子さん、金員亨さん、朴巡皓さんが同行。バスのなかで、韓国語 。日本語まじりでおしゃベ

リ。到着したときには雪はやみ薄日も射していた。刑死した千光麟・朴成根・林永俊各氏、自殺した許

栄氏、同進会会員だった李善根氏 。金鐘渕氏の墓の前で黙祷。特に李善根さんは、落語家の柳屋金語楼

のように愉快な人柄ゆえ「キンゴロウ」という名で呼ばれており、たくさんの思い出が語られた。

昼食後、独立記念館へ。夕食を共にしたあと遺族会とは別れ、希望者は韓国エステに。合間には朴来

洪さん、畠谷吉秋さんのソウル在住のご親戚が訪ねて見える。

12月 8日 (月 )  午前、強制動員被害真相究明委員会 (朴聖圭事務局長、李世日調査官)および強制

動員被害者支援委員会 (李鎮興事務局長)訪問。遺族会からは姜道元、朴一溶、朴粉子、金員亨、朴巡

皓各氏が同行。強制動員犠牲者支援法に基づき、強制動員の被害者への慰労金 2000万 ウォンが BC級

戦犯刑死者遺族にも払われる見通しであることなど聞く。「朝鮮解放後も日本に留まった在日は対象外」

との支援委員会での説明に、白井淑子さんが 「今になっても、日本からも韓国からも疎外されるのか。

私の父はいったい何国人なのか」と迫る一幕も。

昼食は韓国シベリア朔風会の方々約 10名 と鍋を囲む。彼らは月に一度集まっているという。シベリ

ア抑留者への補償立法も日本で運動が進められているが、未だ実現には至っていない。

姜道元、朴来洪・内海 。有光各氏は、戦争被害者の訴訟を数多く手がけてきた桂鳳泰弁護士ら主催の

集会に。他は買い物。遺族会の方とはここで別れとなった。翌年の再会を誓いつつ、19:40金浦発 JL8834

便にて帰国の途に。

帰 国便 を待 つ金 浦 空港 で の感 想 よ り

自井セツ :望郷の丘でキンゴロウさんらに会え、約

束を果たすことができた。言葉では言い表せない

くらい感謝している。

白井淑子 :被害者への給付金は、在 日は対象外との

こと。法を運用する支援委員会だけでなく、次回

はぜひ法を作る韓国の議員にも、父は何国人なの

かと直接問いたい。望郷の丘はいい所だった。だ

けど少し寂しいのでもっと公園のようになって、

みんながハイキングにでも来て、戦争犠牲者のこ

とも追悼してくれる場になったらと思った。

畠谷吉秋 :遺族会も若い世代が登場して、一生懸命

付き合ってくれた。これ らは、本当は父親がや り

たかったことがかもしれないが、それができたこ

とは大きい。

赤石英夫 :私が参加するようになったのはここ 1年

ほどで申し訳ないが、今後は自分のかかわる日朝

協会の中などの場で理解者を広げていきたい。

平山百子 :日 韓の当事者 。遺族の話を、日本ではな

く韓国で聞けた貴重な 3泊 4日 だった。雑談では、

韓国の人気俳優でこの問題の映画を作ってはとい

う話題で盛り上がったが、こういう夢も忘れなけ

れば可能では。

内海愛子 :これまで余裕がなくて女性たちの話はな

かなか聞けなかったが、白井セツさんが参加して

くれよかった。また、今回数日行動を共にするこ

とによって、内部のコミュニケーションもできた。

韓国の遺族会のメンバーも増えた。今後、それぞ

れの家庭で持っている資料などと、政府資料との

突合せができるようになると、人間が見えてくる

のではないか。

大山美佐子 :金員亨さんから日本の応援する会の運

営方法について質問があった。世話人のメーリン

グリス トを作 り適宜会議を持っていると話したが、

韓国では遺族たちの居住地も広範囲にわたってい

てネットワーク作りはかなり難しいよう。もっと

韓国内で知ってもらう人を増やしたい。

有光健 :韓国側の新しい顔ぶれが見えてよかった。

支援委員会の見舞金も支給される見通しと聞けて

よかった。韓国側のこの 3年間の急進展に驚く。

あとは、日本政府をどう動かすかということだ。
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戦争被害者への日韓両国政府の対応と今後

有 光  健  (応援する会世話人、戦後補償ネットワーク)

1月 初旬から通常国会が、ほとんど臨時国会に

間を置かず始まりました。いずれにしろ、衆院議

員任期の 9月 までには確実に解散・総選挙が行わ

れます。問題はそのタイミングですが、ご承知の

とおり麻生内閣支持率は異常な低さで、先行き不

透明です。

昨年 5月 に提出された「特定連合国裁判被拘禁

者に対する特別給付金支給法案」は衆議院総務委

員会に付託されたまま、継続審議となって通常国

会に引き継がれてきています。ただ、与党が 2/3

を占める衆議院では審議入 りはなかなか難 しい

と見られます。与党側の説得が不可欠ですが、解

散風が吹く中で劣勢とみられる与党側議員への

ロビーは正直なかなか難しい側面があります。法

案を提出した民主党関係議員への働きかけを予

算審議が終わる頃から行いたいと考えています。

通常国会中に一度は議員会館で集会を持ち、請

願署名を提出したいと考えますが、これも予算成

立直後の 4・ 5月 解散があるのかないのかによっ

て大きく左右されるため、日程設定が悩ましいと

ころです。現状では、麻生首相による4・ 5月 の

ヤケクソ解散か、 9月任期切れ直前に自民党総裁

が交代 しての追い込まれ解散のどちらかと見 ら

れていますが、 7月 都議選とのダブル選挙もない

わけではないようです。

なお、韓国・朝鮮人 BC級戦犯者問題とは直結

しませんが、国会では麻生炭鉱での連合国捕虜使

役問題について、民主党が追及を続けていて、連

日本会議代表質問や予算委員会で質問が続いて

います。昨年 12月 に厚生労働省が資料を出し

てきたことから、連合国捕虜使役を否定していた

麻生首相・外務省も、しぶしぶこれを認め、オー

ス トラリアの 90歳の元捕虜生存者が麻生首相あ

て要求書を送るなどの動きに発展 してきていま

す。

訪韓報告にもあるとおり、韓国政府の強制動員

被害者支援委員会は、支援法が規定する 1945年

8月 15日 までの対象範囲を拡大解釈して、その

後 BC級戦犯とされ処刑・病死したケースも認定

して、支援金(2000万ウォン=約 110万 円)を 贈る

ことを決定しました。当初、難しいでのはないか

とみられていた韓国政府による被害者(遺族)支援

基準のハー ドルがひとつクリアできたことにな

ります。しかし、生還したケースについては、そ

の後韓国で死亡していても対象とはならず、現在

も生存している方に年間 8万 円程度の医療支援金

が支払われるのみで、さらに在 日など海外居住者

も除外されるなど問題は少なくありません。一部

の動員被害者は、支援金などを拒否、韓国政府を

相手に憲法裁判所に訴えを起こし、日本政府・企

業との外交交渉を求める動きが報じられていま

す。ここ数年韓国政府側のこれらの問題への対応

が目立ちますが、最終的には日韓両政府が連携し

て動かないことには真の解決にはなりませんし、

そのためには両国の国会議員 らの連携 した動き

と働きかけが不可欠と思われます。衆議院での法

案を動かすためにも、玄界灘を越えた連携した運

動が大切と感じています。

(2009.2.11)



儲翻くぅBC級戦犯者だつた夫と共に_女性たちの戦後
(2008.11.15集会 記録〉

(司会)内海愛子 (司会)白井淑子 :

1946年 12月 ―-1950

年 10月  1991年 11月

12日 、今日ご主席の李

鶴来さんや、ご家族が

お見えの金完根さんた

ち 7人が原告になって、

日本政府に謝罪と補償

を求める「条理裁判」を東京地裁におこしました。

提訴の時にも、そしてその後も法廷が開かれるた

びに、元戦犯の人やご家族が大勢、傍聴に来てく

ださいました。ご家族が同進会の運動を陰で支え

ていることを、私たちはかねがね知っていました。

しかし、いつも当面の活動や仕事に追われて、ゆ

っくりと人生の同伴者達のお話を伺うことがで

きないまま 20年以上すぎてしまいました。個別

にはうかがっていても、みんなでお話を伺うチャ

ンスはつくれませんでした。

戦後のご苦労には、これまで知らなかったこと

がまだまだあります。今日は、敗戦後の日本で、

戦犯だった朝鮮人がどのように暮 らしてきたの

か、彼らの人生に同伴してきた女性たちの目を通

して見えてきた元戦犯者の戦後の話を伺い、そし

て、今後の立法運動をどう進めていくのか、考え

ていきたいと思います。

今日は、進行役を内海と、白井セツさんのお嬢

さん、淑子 (と しこ)さ んの二人で務めたいと思

いますのでよろしくお願いします。

私は娘として母たちを

見てきました。BC級戦

犯といっても、多分、皆

さん知らないと思います。

当事者の娘である私も、

BC級戦犯――と聞いて、

戦争に負けた人がみんな

犯罪者として刑務所に送られるのかな、小さな頃

はそう思っていました。「私は貝になりたい」と

いうドラマを観て、BC級戦犯は全員がなるので

はなくて、何か戦争で犯罪を犯した人がなるんだ

ということを知りました。父はそういうことをい

つさい子どもには言いませんでした。私たちは日

本で生まれて、日本で育ちましたから、日本人と

して生きていかなければいけない。私は父が認知

していますが、母の戸籍に届け、母の姓を名乗っ

ています。

父は戦争のことはあまり話 したが りませんで

した。少し大きくなってから思ったのは、母には

親戚がたくさんいるのに、父には近くに親戚が全

然いない。そのせいか、同じ朝鮮出身の戦犯の人

たちはお互い親戚のようにつきあっていました。

子 どもの頃はちょうど私と同じぐらいの子 ども

がたくさんいたので、本当に家族のようで、なぜ

うちのお父さんたちは普通の友だち以上に仲が

いいんだろうと思っていました。

一緒になった母たちはすごく苦しい時代を生

きてきました。うちの母は日本人ですから、別に

日本に怨みとかはないと思います。それでも、お

父さんの無念さを一緒に受け取っていました。そ

の苦しさを、ここで一人ひとり言っていたら、多

分きりがないと思いますが、おばさんたちに少し

ずつ話してもらいましょう。



畠谷サダ子さん  (1936年、北海道苫小牧生まれ)

――金完根さん 全羅北道完州郡出身 (1922-)

日本名 :金門完根。ジャワ件虜収容所勤務。

イギリス裁判・シンガポール法廷。ハルク島

の飛行場建設に動員された捕虜の虐待への殴

打の責任を問われて 10年の判決を受ける。

1945年 11月 -1952年 3月 6日 仮釈放。6年

3カ 月 26日 在監。(北海道新聞『愛の家族』

1994年 10月 18・ 19・ 21・ 23-25日 に記事)

出所後の生活

金完根の家内の畠谷サダ子と申します。いちば

ん先なのでちょっとあがっています。どういう話

をすればいいのか、いろいろ考えていましたが、

主人と知 り合った時のことなどをお話 しすれば

よろしいでしょうか。

主人は昭和 26(1951)年に横浜に着いて、ス

ガモプリズンに行きましたが、27年には仮釈放

(1952年 3月 6日 出所)されて、保護司の元村

溶三先生に助けられながら出たそうです。そして、

川崎の桜本町というところで、いろいろお世話に

なったそうです。私、それまでのことはわからな

いんです。生まれ故郷の北海道にいたものですか

ら。その間にどんなことが起きてたのかがわから

なくて、今ちょっと思い出しているのですが、そ

の時に今 日奥さん方がここにいらしている岩本

(丁永玉)さ んや、大原 (表禎萬)さ ん、それか

ら正木文雄 (本卜恒教)さ んにお世話になりました。

岩本さんのお宅にもよく行つて、もう本当にお

世話になった。何でも世話をしてくれました。お

ばあちゃんにもずいぶんお世話になりました。ま

た、正木さんとうちの主人はすごく仲がよくて、

正木さんの紹介で加藤さんと知り合い、加藤興業

で働きました。働きながら、皆さんのお家に通っ

て、お世話になっていたという話はよく聞いてま

す。

いろいろなことがあって、昭和 30年に北海道

へ渡ったそうです。何かがあって渡ったと思うん

ですが、そこのところはあまり詳しくは聞いてい

ません。とにかく 30年頃に北海道の苫小牧に来

ました。それも、正木さんが苫小牧にいるので、

その方を頼って北海道へきました。そこで勤めを

したところに、たまたま私がいた、そういうこと

です。

苫小牧での出会い、そして東京ヘ

最初は本当に、知らないおじさん、でも親切な

おじさんと思って、「おじさん」「おじさん」と呼

んでいました。そういう言葉しか出なかったんで

す。1年 ぐらいたつと、私の知らない間にうちの

母と父のところへ行って、私と一緒にさせてくれ

っていうようなことを何度も頼んだそうです。母

は 3回 目ぐらいのときには「まあまあいいんじゃ

ないか」ということだったようですが、父は絶対

反対で、頭を縦には振らなかったそうです。そこ

で、自分はどうしても私と一緒になりたい、ここ

にいては結婚できないと、私を連れ去るような形

で、本当にアッという間で、何が何やらわからな

いうちに、一緒に東京へ来たんです。

その時いちばん先にお会いしたのが朴昌浩さ

ん (新井さん)で、その家でお世話になったこと

もありました。東京に来ても住むところがありま

せん。前に働いていた加藤さんのところをお訪ね

しました。そこは昔の兵舎みたいで、すごいバラ

ックだったんですが、そこへ住むことになりまし

た。何もないんです、本当に。箸一本、茶碗一つ

ないところで生活をはじめました。6畳一間で 60

円、畳 1畳が 10円 というところです。木造で、

雨が降ったらもう雨もりがひどい、そういうよう

なところでしたが、箸二膳、お茶碗二つ、そして

一つまた一つと買い足 しなが ら生活をはじめま

した。
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保谷・清交荘の頃

でも、仕事がないんです。仕事がなくて、本当

に……。そこから立ち退くまでは本当に苦しくて、

10円 のお金がなくてバスに乗れないことが何回

もありました。私と友だち 3人がそこの寮にいて、

同じような境遇だったので、サンマをそれこそ一

山 30円 のを買って、それを 3人で分けたり、八

百屋さんへ行って、白菜の外狽1の捨てる葉っぱを

もらってきて苅でて、それを味噌汁にしたり、い

ろんなことをして食べていました。

子どもも出来ましたが、生活に困っていました。

何とかしなくちゃいけないと、今でいう鉄屑の商

売をはじめて、リヤカーをひいて歩きました。そ

して、その日その日にもらってきたお金で何とか

生活をしていましたが、それでも全然、食べてい

けません。主人は英語がよくできたので、そのう

ち進駐軍のいる立川基地の方へ行って、自分で仕

事を探してきました。それで少しずつ少しずつ生

活もよくなってきたかなという感じでした。楽で

はないんですけど。食べるのがやっとでした。私

も一所懸命働いて、何とか食べていけるようにな

ってきました。

それからまもなく保谷の清交荘 (政府が朝鮮人

戦犯たちの住宅 。生業資金貸与のために元朝鮮総

督政務総監田中武雄らに清交会 (財 )を組織させ

た。清交会が借りあげたアパー ト3棟のうちの一

つ)の方へ移 りました。

清交荘に移った後も、そこから立川のほうへは

通っていましたが、そのうちその仕事ができなく

て、亡くなった文泰福さん (タ イ存虜収容所に勤

務)と いっしょに、自転車で保谷の寮から荻窪ま

で通いながら、穴掘りをしてました。朝早く行っ

て、夜は遅くなって帰ってくるというような状態

でしたが、それをずっと続けていました。そのう

ちに加藤さんの会社へ入れるようになりました。

でも、そこの会社がだんだんダメになったりして

いろいろなことがありました。わたしもいろい

ろな仕事をしました。こうしてなんとか、かんと

か 20年が過ぎました。大変でした。子どもを育

てていくのは、本当に大変なことでした。麻雀屋

をやり、薬屋をやり、いろんなことをやっている

時に、昭和 51年 12月 に、在日大韓民国居留民団

(現在の在日大韓民国民団)の西東京本部のほう

に勤めが決まりました。それも岩本さんなどいろ

んな方のご援助があって、そこの仕事が見つかっ

たのだと思います。

愛情こめ家族に接してくれた主人へ

主人は金儲けがへたな人でした。でも民団では

本当に自分の稼ぎでなんとか食べ られるように

なりましたが、私もたまたまその頃、今、主人が

行っている老人ホームに勤めが決まりました。そ

うして、3人の子どもたちをなんとか学校を出せ

ました。ずっと二人でがんばって参りました。

民団で 28年 ぐらい勤めましたが、すでに体も

いろいろ故障がでてきていて、平成 11年に脳梗

塞で倒れました。それでも 5年 ぐらいはなんとか

民団のほうに勤めていたのですが、平成 16年 に

もう一回脳梗塞になりました。その時に、ものを

覚える脳のところにウィルスが入ったらしくて、

認知症のような症状が出てきました。最初は、も

うだめかと思うぐらいに大変でした。それでもあ

っちの病院こっちの病院と回っているうちに、少

しずつ少しずつ落ち着いてきて、今は症状は落ち

着いています。先日もまた肺炎を起こしましたが、

今のところは何とか落ち着いております。

いろんなことがあって、子どもたちにも本当に

不自由な思いをさせたこともありましたが、今に

なってみれば、やはり、主人は偉大な人で、私た

ちに愛と優しさともって接してくれました。愛情

をこめて私たちに接してくれたんです。今は施設

にいます。子どもたちにもそのような主人の優し

さと人を思いやる気持ちを受け取って、それを受

けついでほしいと思っています。施設にはいます

が、とにかく形だけでいいから居てほしい、亡く

なるようなことだけはいやだと思っています。わ

からなくてもいいんです、何でもいいんです。た

だただあの人の姿だけあれば、私にはいいんです。

これからも生きていく上で、主人にこれまでやっ

てきてもらったことを、またお願いしようかなと

思っています。ありがとうございました。〔拍手〕
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(司会)内海愛子

これか らお話ししていただくのは丁永玉さんの

お連れ合いの朱さん (岩本さん)です。朱さんの

お連れ合いの写真をここにお借りしています。非

常に貴重な写真です。軍属の赤い星のマークをつ

けているだけなくて、胸に②と書いてあります。

私も始めて見ました。停虜収容所に勤務する人が

こういうマークをつけることを、資料では読んで

いましたが、実際にマークをつけた写真を見たの

ははじめてです。

丁永玉さんたちオランダ関係の戦犯が日本に

送られてきたのは 1950(昭和 25)年 1月 です。

シンガポールにいた李鶴来や金完根さんたちは、

51(昭和 26)年 8月 、サンフランシスコ講和条

約の調印の直前に横浜へ来ます。

50年に日本に送還され、釈放が早かった方はそ

の分、何の受け入れ準備も出来ていない日本で苦

労しました。仕事がない、寝るところがない、頼

る家族も親戚もいない。その意味では金完根さん

よりはやくスガモを出た丁さんの苦労はさらに

大変だったかもしれません。51年 と50年、敗戦

後の日本での 1年 7カ 月の差は大きかった。オラ

ンダ関係の戦犯の中でも刑の軽い人は早く釈放

されましたが、その分を日本の厳しい状況の中で

生きざるを得なかったのです。

岩本さんはオランダ関係ですが、1951年 4月

26日 にスガモを出所しています。まだ、占領下で

す。釈放後の日本での生活を、朱さんから伺いた

いと思います。

朱末礼さん  (1932年、東京深川生まれ)

――丁永玉さん  忠清南道扶養郡出身

(1920-2006) 日本名 :岩本永玉。

マレー存虜収容所、スマ トラ 。メダン、アチ

ェで勤務。捕虜を虐待したとして、オランダ

裁判 。メダン法廷で裁かれ、8年の判決をう

ける。1946年 4月 -1951年 4月 。4年 2日

在監。1950年 1月 、横浜・スガモプリズンヘ。

1951年 4月 26日 、占領下での仮出所。1951

年 5月 9日 、杉並区役所で外国人登録。

戦犯者の境遇 に同情的だった家族

ただいまご紹介にあずかりました丁永玉の妻、

朱末礼です。何から言っていいのかわかりません

が、主人たちがそういう境遇で、スガモ刑務所か

ら出てきた戦後は、大変なときでした。皆さんも

大変なときだったと思います。スガモから放り出

されたような形でしたが、何がなんだか私もわか

らないまま、たまたま縁があつて一緒になったん

です。

一緒になった翌日聞きました。「なぜ丁という

韓国の人が、日本の大東亜戦争に行ったの ?」 と。

意味がわからなくて。今の金完根さんの奥さんの

話じゃないですけど……。金完根さんとうちの主

人とは、寝泊まりするところを探して歩いたみた

いです。うちの母が当時、羽田にいたのですが、

親戚のおじちゃんから、かわいそうな人がいるか

ら少し面倒見てあげてくれないかといわれて、そ

んな縁があつてうちに住むようになって、それで

結婚したんです。

新婚当時でもバラックの家で壁一つ隔ててい
った写真)
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るようなところで暮らしていましたが、朝、戸を

開けた ら金完根さんともう一人の戦犯の方――

その人は横須賀にいますが一―がいた りしまし

た。それで朝、ご飯を炊いて、弁当をつくっても

たせる、そういうことをしてきました。

私は韓国人です。父は漢方の勉強をしに日本に

来ました。母も韓国人なので、戦犯だった人たち

がワッサワッサとうちへ来ました。みんな楽しみ

にしてずっと座って、私が作るお料理と母が作っ

ているドブロクをすごく楽しみに、夜中でも来る

んです。夜中に 5、 6人が足並みをそろえて来る

と、もう、地響きがするくらい。そして一杯飲む

と南方、スマ トラの話やスガモの話をしながら、

男ながらに泣くんです。私は理解ができなくて、

「何なの? 何の話 ?」 。都合が悪いことだとイ

ンドネシア語が出てきたりして。涙しながら、笑

いながら話している。

戦後のどさくさで、日本人も大変だったんです

が、朝鮮の人たちが、なぜ日本の戦争に行って刑

務所に行ったの、刑務所って何だったの、わから

ないながら暮らしてきましたが、生活しているな

かでだんだんわかってきました。日本の軍隊に韓

国から強制的に連れ出されて、そして南方、スマ

トラの辺に行つて、終戦になってから日本へ来て

るのは何でかと。

責任逃れしてきた日本政府

こういう日本の兵隊の軍服を着た写真があり

ながら、お父さんたちが日本政府にいっしょけん

めい自分たちの境遇を訴えても、政府は政権が変

わるたびに責任逃れしてきたんですね。そういう

のを、私たちは当時は全く理解できなくて、「何

で朝鮮の人が日本の戦争に行ったの ?」 と聞いた

りしていました。

丁永玉と生活をしているうちにだんだんわか

ってきました。日本の政府がなぜそれに対して補

償しないか、だんだんわかってくるんです。責任

逃れですよね。今ではもうだいたい 9割方が亡く

なり、うちの主人も今年 3回忌を迎えました。な

ぜ、補償、補償っていうのか、これをわかっても

らうには、どこでどうやっていけばいいのか。

私たちも年を取ってきました。生きている間に、

そういったことをきちっと、政権がどう変わって

も、やってほしいです。75、 6歳、なると、頭も

足も弱くなってきます。私の苦労は、畠谷さんの

とはまた違っています。言ったところでそれがど

うなるものじゃない。戦犯の人たちが集まったと

きの悲しみと苦しみの話が、今では私にはよくわ

かっています。子どもたちもわかってくれていま

す。もうお父さん方がいなくなった方もここに何

人かいらっしゃいますけど、私たちが生きてる間

になんとかしたい。お金の問題じゃない。子ども

たちも、なぜうちのお父さんが一一と思っている。

その子どもも 50何歳になっている。ですから、

私が生きてる間に、何とかそれをわかってもらい

たい。

うちの主人がスガモを出るときには、1円 の補

償もなく、こうやって軍服を着た姿もしっかりと

あるのに、なぜ日本政府は認めないのか。今の政

治家たちは変わるごとに責任逃れをしてきまし

た。だったら、今の天皇のお父さんが戦争を起こ

した人で、そして手を挙げて終戦になったんだか

ら、子孫がいるんだから、もっとはっきり言って

欲しい。

今は笑って話もできます。話すことはできます

けど、もう、私は何回死のうかと思ったかわかり

ません。子どもを連れて。子どもといっしょに死

のうと、何回も踏切まで行きました。子どもを連

れて自殺を図る場所まで行って、戻つてきたこと

もあります。本当に何とも言えません。もうこれ

以上いまお話しできません―一。今日はありがと

うございました。〔拍手〕

(司会)内海愛子

先日朱さんにお借りした資料に、『宣誓仮出所

証明書』があります。表裏に日本語と英語で、仮

出所をしたときにどうしなければいけないか、書

いてあります。これをスガモを出る時にもらいま

す。仮出所をしたらすぐ外国人登録をしなければ

いけないと書いてあります。日本人の戦犯として

スガモにいて、日本人として外に放 り出されたの

ですが、一歩スガモを出ると外国人として登録を
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しなければならない。丁永玉さんは、杉並区役所

で外国人登録をし、そこに外国人登録のナンバー

まで入っています。1950年 4月 24日 にスガモを

仮出所して、5月 9日 には杉並区役所で外国人登

録をしています。そういう管理はしているのに、

出された人は当面の住まいはありますが一―そ

れがないと出所できませんから一―仕事もない

状態でした。当事者が要求の運動を起こすまで、

政府は朝鮮人戦犯への支援はまったく手をこま

ねいていました。だから、仲間が助け合わなけれ

ば生きていけなかったのです。

(司会)白井淑子

特に岩本さんのおばさんはよく働いてきた。み

んなよく働いて、お父さんたちを支えてきた、ず

っと。今でも、昔の話をすると、涙を流さずに話

したことがない。ちょっとでも話すとすぐに涙が

出てきます。70過ぎてますから余計出るんでしょ

うが 〔笑い〕、音々の話をいつまでもする、何を

言ってるのかよくわからない時もありますが、思

いはあるんです、自分たちは苦労したと。

ただ、私は、父たちだけが苦労したわけではな

くて、日本も負けたから、日本人だって苦労した

と思います。でも、父たちにすると、戦争のとき

には日本人として扱われて、戦争が終わってその

場で釈放 してくれれば多分 こんな問題はなかっ

たのにと……。服役している時は日本人だよとい

われて、服役が終わったら朝鮮人だよ、韓国人だ

よって。ちょっとそれはないんじゃないかと、お

じさんたちがいちばん言いたいのはそのことだ

と思うんですね。

今の苦労話も、別に、BC級戦犯の妻だからと

いう苦労話ではないんですが、父たちの身内がい

ない。だから仲間がどこでもいつでも集まったん

です。Aさ んの家、Bさ んの家へと行ってはどん

ちゃん騒ぎをしていた。それは、自分たちには身

内がいない、それしか頼るところがなかったとい

うことだと思うんです。それに付き合ってきた母

たちがどのくらい大変だったか、そういうところ

をおばさんたちの話を聞いて、汲み取っていただ

ければと思います。

それでは、次は広村のおばさん。広村のおばさ

んは、広村のおじさん、李鶴来さんですね、私た

ちは「広村のおじさん」というんですけど――い

ちばんこの裁判で、陰になり日向になり、やって

きてくれたのが、広村のおばさんだと思います。

そのことを話せるのはおばさんだと思います。お

ばさん、よろしくお願いします。

姜福順さん  (1935年、全羅南道求礼郡生まれ)

―一李鶴来さん 全羅南道宝城郡出身出身

(1925-) 日本名 :広村鶴来。タイ存虜収

容所勤務。泰緬鉄道に動員された捕虜の管

理にあたる。病人を労働にかり出したと起

訴されたが、起訴は却下され釈放される。

帰国船で香港まで帰るが再び、起訴され、

死刑判決をうける。8カ月後、新証拠はな

いと刑の確認官による確認により、20年に

減刑される。オーストラリア裁判・シンガポ

ール法廷。1940年 9月 29日 -1956年 10月

6日 。11年 8日 在獄。

戦中、佐渡に渡る

李鶴来の家内の姜福順と申します。いつもお世

話になっております。主人のことは皆さんが私以

上によくご存じなので、特に戦犯ということにつ

いてはお話ししません。だからといって、何を話

したらいいのかよくわかりませんが、あと 1～ 2

年で結婚 50年になります。ただただ後ろからつ

いてきただけのような気がします。BC級戦犯の

問題も特に知りませんでした。勤めもしたことが

ないので、世間を知らないというか、ただ家の中
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で家庭のことだけを考えて暮らしてきました。だ

から、こういうところへ出ると、何をどう話して

いいのか、自分で考えるときは、こういうことも

話そう、ああいうことも話そうと思うんですが、

この場に立つと、もうパニックになっています。

私の家は、朴昌浩さん (新井さん)の奥さんと

は遠い姻戚になります。ここにいる同進会二世 。

朴来洪さんのお母さんで、私のおじさんの妹にあ

たるのです。李鶴来がいつまでも結婚しないので

誰かを紹介 しようかという話になったようで…

私はその当時、新潟の佐渡島にいました。父親

は徴用で連れて行かれるのはいやだというので、

早く日本に来ていました。一人で大阪で生活の基

盤を作ったあと、韓国にいる私を迎えに来てくれ

ました。そこで、大阪で生活を始めたのですが、

戦争が激しくなるというので、たまたま佐渡島に

父の友人がおり、そこなら絶対大丈夫だから、安

全だから来ないかと言われて、それで佐渡へ行っ

たんですね。そのままずっと居着いてしまいまし

た。

李鶴来さんとのお見合い

李さんとの見合いの話がたまたま来ました。そ

れで、おじと朴昌浩さんと主人の 3人が見合いに

佐渡島に来ました。家でお見合いして、その晩は

みんな家に泊まって、翌日は佐渡島の観光をしよ

うということになりました。私と父親と、いらし

た方 3人と、5人で出かけたんですね。その頃ち

ょうど、「君の名は」が話題になっていて、佐渡

が舞台になっていたものですから、その場所を観

光バスで回ったり、一日ずっと見物したんですが、

主人は一言もしゃべらないんです。〔笑い〕この

人はいったいどういう人なんだろう、そう思いま

したが、そうかと言って、私も自分の方からしゃ

べる勇気もありませんでした。

観光バスのガイ ドさんがたまたま友だちの妹

さんで、背がすらっとしたすごくきれいな人でし

た。結婚して何年かたつたあと、「あのガイ ドさ

ん、どうした ?」 って訊くんです、主人が。〔笑

い〕 ちょつとびつくりしましたが、今ではそん

なことを話題にすることもなくなりました。

見合いは昭和 36(1961)年の 4月 だったと思

います。そのときにネクタイがほつれたので、手

繕ってくれと言われたんですね、誰のだかわかり

ませんが、3人のうちのどなたかのでしょうね、

手繕ってあげましたが、それが主人だったんです。

私は実は、朴昌浩さん、新井さんが見合いの相

手だと思っていました。新井さんのほうが若く見

えたんです。〔笑い〕 主人は、痩せこけて、蒼

白いというのか、顔色もよくなくって……。だか

ら一緒に来た新井さんが、相手かなと思って、話

を進めていたら相手は主人だったんですね。〔笑

い〕

そんなこんなで、3人は二晩ぐらいとまってか

ら東京へ戻られました。お互いにまだ返事はして

いませんでした。母がどういう生活状況か見に行

って、そのあと、主人がまた来て、それでやっと

決断して、話を進めました。

私はこれまでお話のあった皆さんのご苦労と

は違って、主人はその頃は、もう、都営住宅に入

っていました (李鶴来さんは 1956年 10月 6日 巣

鴨刑務所を出所)。 会社勤めも決まっていました。

だから、見合いの条件がそろっていました。まあ、

最低限の条件は揃っていたわけなので、親のほう

も、本人たちがよければ、ということで、承諾し

てくれて、結婚することになりました。

結婚を決めた一言

私が結婚を決めたのは、住んでいた都営住宅の

団地の中を一緒に散歩 していた時に言った一言

でした。その時は同進交通の専務でした。主人は、

今は専務をしているけど、2年後はどうなるかわ

からない、そう言ったんです。それは、2年で交

代するかもしれない、株主総会かなにかの選挙で、

もしかすると専務ではなくなるかもしれない、そ

う話したんです。それを聞いたときに、あ、この

人は正直な人だ、そう思いました。普通なら、そ

ういう時には、いずれどうなるにしても、言わな

いじゃないですか。その一言で、結婚に踏み切っ

たんです。それで、佐渡へ帰って、親と話し合い

をしました。「お前がそういうことであればいい
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じゃないか」ということになり、その年の 7月 に

結婚しました。

結婚してみると、それまでの話とは少し違いま

すが、見合いってそんなものらしいです。でも、

何とかいっしょけんめいやって、生きてきました。

生活の基盤はできていましたから。そういう生活

の中、主人はずっと同進会の仕事をやってきまし

た。さきほども皆さんがいろいろお話していたの

でご存じと思います。

早く解決して主人を楽にしてあげたい

「とにかく自分は生きている、こうして家族も

いるし、子ども男の子二人ができてそれぞれ独立

してやっている。だけど、亡くなった人、死刑に

なった人には申し訳ない。彼らの無念を晴らした

い。」それが主人の一番の願いなんですね。皆さ

んもいろいろおっしゃっていますが、早くこの問

題に決着をつけて主人を楽にしてあげたいんで

す。

50年以上もの間、よくがんばってきたと思いま

す。もうこれ一筋、一生のテーマがこの問題だっ

たと思います。あと何年続くかわかりませんが、

一日も早くこの問題が決着して、安心してもらい

たいんです。今これだけが頭の中にあって、それ

こそあと 1年体がもつかな、2年もつかなと言い

ながらやっています。今、具合の悪いのももちろ

んありますけれども。そういう状況です。どうぞ

よろしくお願いいたします。〔拍手〕

(司会)内海愛子

姜さんのお話の中に都営住宅という話が出て

きました。前のお二人は都営住宅に入る、そうい

う受け入れ準備 もないままに日本社会に放 り出

されて、苦労しました。それでみんなで運動をし

て、スガモをでたあとの住むところ、職の斡旋を

政府にもとめていきます。1959年 2月 、政府が

「巣鴨刑務所第二国人の公営住宅への優先入居

について」の方針を決め、金完根さんや朴昌浩さ

んや李鶴来さんたちが都営住宅に入居できるよ

うになりました。会社の専務というのは、同進交

通というタクシー会社の専務のことです。これも

生業の斡旋を求める運動をして 1960年にタクシ

ーの免許がおり、同進交通が設立されましたがそ

の専務のことです。みんな出所した朝鮮人戦犯た

ちが運動をしてかちとったものです。

李さんは死刑判決でした。一度は起訴状が却下

され香港まで戻っていましたが、シンガポールに

呼び戻され、却下された起訴状にあと何人かが加

わつた訴状で起訴されて、死刑判決でした。死刑

囚として 8カ 月、シンガポールのチャンギー刑務

所の死刑囚房に暮らしました。オース トラリアの

確認官――死刑は確認官が確認します―一が、死

刑に値する犯罪ではないと、20年に減刑しました。

それで 1951年 8月 、スガモに戻ることができま

した。死刑囚房にいる間、絞首台に仲間を送った

わけですから、生き残ったあとも無口で、何もし

ゃべらなかった、お連れ合いの姜さんがそうおっ

しゃっていました。

死刑になった人の思いを自分がなんとか晴 ら

してあげたい一― これが李鶴来さんの残された

人生だった。その思いが 50年を越す同進会の運

動を支えた原動力になっていると思います。それ

をずっとサポー トして、明るく振る舞ってきたの

がお連れ合いの姜さんです。李さんはお家では外

でのことを何も話さない、黙っているそうです。

その、黙っている夫の後ろ姿を見ながら、彼が今

何を考えて、どういう運動をしているのか、何を

したいのか、姜さんは心得て、支えてきました。

(司会)白井淑子

最後に、お母さん、自井セツさん。うちの父は

わりと軽い刑で、スガモプリズンには入っていま

せん。1950年 10月 12日 にシンガポールで釈放

されています。他の戦犯者と一緒の船で送還され

てきましたが、そのまま横浜港に放 り出された状

態だそうです。それを母が多分話してくれるので、

その辺を聞いていただければと思います。
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白井セツさん  (1932年、千葉県千葉市生まれ)

一一表禎萬さん 全羅南道光州市出身

(1921-2000) 日本名 :大原禎萬。

マレー存虜収容所勤務。イギリス裁判・シン

ガポール法廷。12年の判決、のち 6年に減刑。

1946年 12月 -1950年 10月 、3年 10カ 月

在監。シンガポールで服役。満期出所。1951

年 8月 、他のイギリス 。オーストラリア裁判

関係の戦犯とともに日本に送還される。横浜

で直接「解放」されるが、身よりもなく、上

野の地下道で寝たこともあるという。交番で、

在日朝鮮人の多住地区川崎の桜本町を教えて

もらい、川崎に移る。

茶碗二膳、箸二膳からの出発

すみません。私は話がへたでね。勤めたことも

ないし、うちの中でずっと主人のそばに居たもの

ですから、何を話していいかわかりませんけど。

主人大原禎萬と一緒になった時の部屋は、それ

こそ 4畳ですよ。大工さんのところの 4畳で、台

所もなければ何もないところ。さきほど金完根さ

んの奥さん、畠谷さんが言ったように、茶碗二膳、

箸二膳から出発しました。仲間の人が事情があっ

て帰ったあとの一軒家があって、大家さんがそこ

に住んでみなさいと言ってくれたので行きまし

たが、何をやっていいのかわかりません。朝鮮の

人がいっぱいいました。近くに米軍基地がありま

したから、“ポン引き"も いました。でも、うち

の主人はそんなことできる人じゃないし、途方に

暮れてたんです。

さっき話に出た加藤さんという方が、同じ故郷

だということで、その当時の金で 5万円出してく

れて、これでなんとか生活しなさいと言ってくれ

ました。それを借りて、普通、タバコを 1個で買

うと 100円 ぐらいしか儲からないんですが、それ

をまとめて買って、それを売れば 300円 とか 500

円とか儲かる、そんなこともしました。

うちはみんなが大原荘って言っていました。少

しは皆さんより生活がよかったのか、スガモから、

もうほんとにぞくぞ くと戦犯の人たちが来まし

た。うちは立川で、岩本さんの家は羽田でしたか

ら、立川に行くか羽田に行くかという調子で、戦

犯の人たちが集まってきました。私は料理なんか

全然できませんが、料理をする人がいて、鶏は買

ってくる、お肉は買って来る、それを焼いて食べ

るといった具合で、儲けという儲けは全部そこで

食べてしまった。そういう生活をしながらも、な

んとか小さな家を買って、いろんなことをや りま

した。

主人は韓国ではすごい家の旦那だったそ うで

す、馬鹿旦那ですよね。だから、何にもやらない

んです、両班は。店はわたしにやらせるんです。

外人バーもやった。外人がいなくなったら、しょ

うがないから今度はラーメン屋をやりました。そ

こで私は体をこわしました。主人が全然手伝いま

せんから、朝から晩までやっていました。それで

都営住宅をいただいたから、都営住宅に入 りまし

た。それからがまた苦労です。

韓国人と日本人の結婚ゆえの苦労

というのは、日本人と韓国人で住んでますから、

市役所へ行ってどのくらい喧嘩 したかわか りま

せん。国民健康保健もらうにしても、何もらうに

しても、喧嘩しなくちゃもらえません。あるとき

健康保険もらいに行ったら、ダメだって言われま

した (1982年 1月 1日 に発効した「難民の地位

に関する条約」が発効するまで、在日外国人は朝

鮮人を含めて健康保険に加入できなかった)。 主

人が、「どうしてだ ?」 って。「子どもがこんなに

いつぱいいるんだから何とかしてくれ」というと、

「じやあ、お父さん抜きでや りましょう」という

ことになった。「それでもいい」ということで健

康保険証をもらって帰ってきた。ところが、それ
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を見てまた市役所に飛んで行きました。

「この健康保険っていうの誰が使 うんです

か ?」 つて訊くと、「は、何ですか ?」 って言う

から、「ちょっとよく見てください」。あたしもだ

んだんだんだん強くなっていくんです。「どうし

たんですか ?」 って言うから、「これは子どもが

病院へ持って行くものでしょ !」 って言ったら、

「は、そうですね。」。そこには私のことを「未届

けの妻」と書いてあるんです、考えられますか ?

あたしは言ったの。「あたし一人だったら、メカ

ケとかテカケとか書こうがかまわないけど、子ど

もが持っていくものだから何とかしてくれ」と言

ったら、「どうもすみません」って謝って、ペー

ジを変えてくれました。そういうことや、いろん

なことがたくさんありましたよ。

籍も入ってないから、もう働いても働いても、

あたしは扶養家族にならない (婚姻届を出さない

事実婚、子どもは白井セツの子ども出生届を出し、

入籍、日本国籍を取得。父子関係は認知による。

1985年以前の国籍法では、日本人女性の国際結

婚の子どもは日本国籍を取得できなかった)。 婚

姻届を出していないので、扶養家族とならないか

ら、また市役所へ行って喧嘩しました。喧嘩した

って、「そういう法律だからしょうがない」って

言うの。

故郷から切り離された主人の人生

いろんなことがあって、やれやれと思ったとき

には、もう主人が倒れて、10年ぐらい看病をしま

した。それから本国のお墓のことや相続などいろ

いろ処理がありました。平成 12(2000)年に亡

くなったんですけど、考えてみるとね、かわいそ

うな人です。家族も親戚もいないんですから、乞

食を見ても、かわいそうだ、と言うんです。

先週、友だちが亡くなってお葬式に行ったんで

すが、主人がそこに居た人のお兄さんのところで

働いていたというので、訊いてみたんです。「あ

んたの家にうちの主人が行ったわよね」って。「そ

うなんだよ、ひと月だった」と、言ってました。

顔が真っ黒な人が二人向こうから来て、そこの家

で lヵ 月ぐらい働いたんですって。その人が言う

には、1週間ぐらい上野に泊まっていて、居ると

ころがないから、ここにたどり着いたと言ってい

たそうです。そういう話をしていました。

前に主人が言うのには、自分はシンガポールで

釈放になったから、どこも行くところなくて捨て

られて、本当に迷って迷って上野に行って浮浪児

と一緒に寝たって。浮浪児と寝ていて、来ていた

軍服を売ってそれで私服を買ったそうです。だか

ら今でも、乞食を見るとすごくかわいそうがって、

自分のうちでようやく毛布を買ったのに、「毛布

を出せ」と。訊いたら、「外に、駅のところに浮

浪児が寝てる。かわいそうだ」って、それを持っ

ていってやるんです。自分がそういう目にあって

るから、きっとそういうことはすごく感じるんだ

と思います。

そういうふうにとっても優 しい心は持ってい

るんですけど、どこがどうだか知りませんが、自

分の故郷を想いながらも帰れない、それがかわい

そうだつた。毎年毎年、秋になると、自分の故郷

を想い出しては帰るんですけど、向こうには妹夫

婦はいますが、自分の家も無くなっちゃたし、お

母さんも亡くなる、誰もいなくて……。かわいそ

うだな、ってすごく思います。ともに苦労しまし

た。戦犯者が来ればご飯食べさしてあげたり、な

んて言ったらいいんでしょうね、私も、これ以上

言葉になりません。
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(司会)白井淑子

うちの父が死んだときに、まず遺骨をどうする

かということが問題になりました。お父さんは韓

国に帰りたい、だけど私たちは、しょっちゅうお

墓参りに行きたい。家族でどっちがいいのか、話

し合ったのですが、毎年毎年、韓国に行けません。

だからお父さん、涙を呑んで、日本のお墓に入つ

てます。「お父さん、ごめんね」って、言うしか

ないんです。お父さんは、私が中学のときまでは

ずっと寝言は韓国語で言ってました。ある日、18

歳ぐらいのときに、寝言を日本語で言ったんです

ね。ああ、お父さん、だんだん日本人になってき

たのかな、そう思った。そんなこともあって、「お

父さん、ごめんね」と言っています。今、日本の

墓に眠ってます。そういうことも、戦争がいちば

んいけないのであって、その戦争犠牲者になった

人には、なにかしら謝罪があってしかるべきだと

私は思います。

つたない進行でしたけれど、ありがとうござい

ました。〔拍手〕

そ の後 、同進会二世の朴来洪 さん (故・朴 昌浩 さん長男 )、 畠谷吉秋 さん (金完根 さん長男 )

がお話。条理裁判弁護 団の今村嗣夫弁護士 、平湯真 人弁護士 か らも、裁判で はなかなか触 れ ら

れなか った戦犯者家族 の戦後 について の感想が述べ られ ま した。

終 了後 は、 同 じセ ミナー室 を会 場 に懇親会 。 同進会 の女性 た ち手作 りの、キムチ、チヂ ミ、

メンタイ、イカ刺 し、姉で豚な どに舌包 み を打 ちなが ら、楽 しい一時 を過 ごしま した。司会 は、

畠谷吉秋 さん。初 めて参加 した とい う学生 さんは、「戦 争で の悲惨 、戦後 日本 の発展 につ いて

は学校で習 ったが、そ の間が欠落 して いた」とい う感想 を語 りま した。新 聞 に大き く出ただ け

に、日本 の植民地支配 は正 当だ った とい う持論 を述 べ る方 もい ま したが、司会者の機知 にあふ

れ る受 け答 えで、もっと こうい う場 に来て いただ いてお互 い勉強 しよ うとの呼 びか けが あ りま

した。

苦労 した話なの に、女性た ちの語 り口には、参加者 には予想外 の明 るさ とパ ワーが あ り、韓

国・朝鮮 人戦犯者 の運動 にお いて は、家族 。仲 間 によ る支 え合 いが いか に強 い ものだ ったか を

改めて知 る機会 とな りま した。逆 に言 うと、 日本政府・社会 の問題がそ こか ら鋭 く問われて も

いるのだ と思 います。 (大 山 )
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【利用案内】在日韓人歴史資料館寄託

同進会資料の公開が始まりました

李鶴来同進会会長らが在日韓人歴史資料館に寄託した資料の整理が、昨年一杯で一応の完了を見ました。

資料は開架資料と閉架資料に分けられ、前者は 300点ほどの新聞資料および一部の書籍に限られていま

す。後者は計 305フ ァイルが 72のA4用のボックス (以下「ボックス」)に収められており、その概要

は以下のとおりです。

資料は韓国。朝鮮人 BC級戦犯問題を知ってもらうために広く公開の方針ですが、閉架資料の中には、

現在進行中の案件やプライバシーにかかわるものなど、原則非公開扱いのものもあります。閉架資料の

利用にあたっては、資料館にて利用申込書に、氏名、連絡先、利用 (研究)目 的などを記入し申し込ん

でください。

なお、資料の保存・管理・活用の方針を決めるため、同進会・応援する会・資料館関係者らからなる

「資料保存管理委員会」が昨年 12月 に発足、座長は内海愛子さんとなりました。

閉架資料の概要

[当事者]

〔李鶴来 個人資料〕メモ書き、引揚証明、原稿、名簿、他     15フ ァイル

〔同進交通〕業務規則、記事、法務、他              6フ ァイル

〔追悼関係〕泰存会名簿、映画・企画書、全国戦没者追悼式、他    8フ ァイル

〔写真〕スナップ写真、記念写真、アルバム 1、 他    2フ ァイル、3アルバム

[国家補償請求裁判]

〔地裁段階〕訴状原稿、証拠、調書、地裁判決文、他

〔高裁段階〕控訴状、他

〔最高裁段階〕「上告理由書」、最高裁判決文、他

〔最高裁判決以降〕公開質問状・質問趣意状、裁判総括資料、他

〔声明文〕地裁判決時、韓国語 声明文、他

[国会運動]

〔議員宛文書〕要請書首相宛、想定問答、国会決議請願、他

〔法案〕他の参考用法案、法案提案理由・考え方メモ、他

〔議員とのやり取り〕

[支援]

〔支える会〕立ち上げ、写真展、内部資料、「ビンタンブサール」、他  18フ ァイル

〔すすめる会〕「立法ニュース」、「国会議員のみなさまへ」、他     7フ ァイル

〔応援する会〕通信・チラシ、学生「知る会」(2007)、 他      4フ ァイル

〔弁護団〕李鶴来とのやり取り、他                3フ ァイル

〔在日資料館展示企画展資料〕         ファイル別には分かれていない*

〔他団体〕戦後補償ネットワーク 現況と今後、在日参政権、他   41フ ァイル

〔刊行論文 。原稿〕                       32フ ァイル

[韓国]

20フ ァイル

5フ ァイリレ

3フ ァイリレ

8フ ァイル

5フ ァイル

28フ ァイル

9フ ァイル

38フ ァイル

9フ ァイル

3フ ァイル

〔韓国関連〕

[報道]

〔報道〕読売新聞連載記事「戦争」、国家補償裁判判決時新聞資料

[本・雑誌]
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◆「 立法措置を求める署名」提出について

昨年秋の臨時国会に合わせての署名集約にご協力いただきましてありがとうございます。提出のタイ

ミングを見計らっておりますが、解散含みの状態が長引いており、まだ提出が出来ておりません。立法

化を求める声として確実に届けて参りたいと思いますので、ご理解のほどお願いいたします。なお、署

名活動は継続して行っておりますので、まだお書きでない方は応援する会連絡先まで郵送ください。

◆ INFORMAT10N
在日韓人歴史資料館の図録『写真で見る在日コリアンの百年』(明石書

店、定価 2940円 )が刊行されました。A4判 160ページのオールカラー。

植民地期の日本への渡航、関東大震災時の虐殺、社会・労働運動、強制連

行・兵士や軍属などとしての徴用、慰安婦問題、解放と帰国、朝鮮戦争、

指紋押捺拒否運動などが、700点余りの写真を用いわかりやすく説明され

ています。社会問題だけでなく、人々の暮らしへの視点も重視されていま

す。そして、もちろん金完根さんが刑務所で使用していたタオルや、人身

保護法に基づき釈放請求をした裁判記録など、資料館収蔵の同進会関係者

資料も、122～ 123ページに掲載。チラシを同封しましたのでぜひ、お求

めください。資料館でも取り扱つています。
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◆今後の予定 :

ソウルで語り合つた

韓国・朝鮮人 BC級戦犯者問題の現在

日時 3月 8日 (日 )14:00～
◎ 参加費500円

(13:30開場 )

場所  在 日韓人歴史資料館

〒106-8585東京都港区南麻布 1732

韓国中央会館別館 (受付 3F)

籠1  03-3457-1088

東京メトロ南北線・都営大江戸線「麻布十番」

駅下車 。 2番出日から徒歩 3分

活動日誌

2008年 10月 25日  『「同進会」を応援する会通信』No.8発行、世話人打ち合わせ

11月 15日  「(話 を聞く会)BC級戦犯だった夫と共に一女性たちの戦後―」&懇親会

於在日韓人歴史資料館 参加者約 70名

12月 5～ 8日  韓国・朝鮮人 BC級戦犯者問題韓国交流ツアー

(日 本から 10名、韓国遺族 8名)於 ソウル

12月 25日 在 日韓人歴史資料館寄託資料につき、第 1回 「韓国・朝鮮人元 BC級戦犯者関係

資料保存委員会」 内海愛子、李鶴来、岡田泰平 。大山美佐子 。有光健・羅基台 (+

朴来洪 )

2009年 1月 17日   同進会 。応援する会拡大役員会 於在日韓人歴史資料館

李鶴来、姜福順、白井セツ、朱末礼、朴来洪、畠谷吉秋、有光健、大山美佐子、平山百

子、越田稜ほか

2月 14日   『「同進会」を応援する会通信』No.8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)

ホームページ httpttbcq.web.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
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ソウルで語り合つた

韓口・朝鮮人 BC級戦犯問題の現在
-2008年 12月 韓国交流ツアー報告会一

昨年 12月 5～ 8日 、朝鮮人元 BC級戦犯者同進会のメンバーと支援者、計 10名 が韓国を訪問。韓国

遺族会の姜道元会長以下 8名の遺族に会い、交流をしてきました。団長は朴来洪さん (同進会副会長 )。

韓国では 2006年 に BC級戦犯者らが「強制動員の被害者」として認定、名誉回復がなされましたが、

2007年には被害者らへの人道的配慮から慰労金を支給する支援法が成立。それら行政にかかわる 「真

相究明委員会」「支援委員会」を訪問し、また、刑死者ら 6人が眠る天安市 。望郷の丘で慰霊祭を行い

ました。

BC級戦犯者とされた父 (あ るいは祖父)を持った日韓

の家族の交流は、昨年日本で行われた日韓共同シンポジウ

ム以来 1年ぶりのこと。ソウルでは、いったいどんな出会

いがあったのでしょうか。そして、いま求められているこ

とは一体何なのでしょうか。ビデオ等も交え、BC級戦犯

者問題の最新状況を報告します。

■日時

■場所

3月 8日 (日)14: 00～ 16:30

在日韓人歴史資料館 セミナー室

(開場 13:30)

■参加費 500円

●〒1068585東京都港区南麻布 I-7-32

韓国中央会館別館 (受 付 3F)

● 審 0334571088

● 東京メ トロ南北線 ,都営大江戸線「麻布 :´番」駅 ド車

2番出日から徒歩 3分

■主催 同進会 +「同進会Jを応援する会

email:BCQ@nifty.com 8070-6656‐ 7031(留守番電話)


