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　初夏の候、 青年部の皆様におかれましてはますますご健勝のことお慶び申し上げます。

　このたび、 ３月２４日に参議院会館にて日本遺族会青年部結成式が行なわれました。

多くの国会議員の先生方から祝辞を頂き、 全国より２５０名を超える青年部代表が集まり盛大に執

り行われた事を皆様に報告致します。 式典終了後は靖国神社にて本殿を拝殿しご英霊に報告を

行ないました。 式典では水落会長、 三浦女性部長からも遺族会継承問題についての話しがあり

ましたが、 兵庫県も含めてどの都道府県も青年部を結成はしているもののきちんと組織化ができ

ていないという大きな課題もあります。 兵庫県遺族会青年部もこの課題に真摯に取り組み親睦を

はかる目的で５月１２日から１４日にかけて 「日本統治時代の台湾を巡る慰霊・巡礼の旅」 に青年部６名、 親会より５名、

計１１名で行ってきました。 初日は、 高雄山にある旧高雄神社に参拝し山頂より高雄港が一望できるのですが、 南方戦線

に行かれたご英霊も必ず立ち寄られた港ゆえ同じ風景を目にされた事を偲び参加者全員で手を合わせ黙祷をしました。

　今回の慰霊・巡礼の旅を通じて日本と台湾との深いつながりを垣間見ることができたのと同時に青年部員同士の深い親睦

ができとても素晴らしい旅になりました。 最後に、 青年部としての課題も多くありますが我々は遺族会青年部を通じて社会貢

献をしていきたいと考えております。 現役世代である皆様はお仕事もお忙しいとは存じますがご理解して頂きまた参加をして

頂きます事をお願い申し上げます。

　この度、 青年部の事業の一環と致しまして、 台湾慰霊巡礼の旅に同行させていただき

ました。 五月十二日出発、 五月十四日帰国、 総勢十一名の旅で、 皆さん何事もなく帰国

できました事、 何よりと思っています。 関空から高雄へ、 先ず昭和天皇が高尾山から寿山

と改名され、 現在に至る寿山の高雄神社 （現高雄忠烈祠） に参拝致しました。

　二日目台南へ、 敵機に攻撃され墜落しそうになる乗機ゼロ戦を村の住居を避けて操縦

し、 その為に戦死した海軍２０１航空隊の杉浦少尉を祀る為建てられた、 鎮安堂飛虎将軍

廟にお線香とタバコを持ってお参りし “きみがよ、 海行かば” を合唱し、 お霊をお慰めして参りました。

　三日目台北へご利益抜群の神様達がおられる豪華な龍山寺へ、 それぞれお願い事をし参拝致しました。 広大な

寺院には各国の人々が大勢、 いっしょうけんめい参拝しておられましたのには驚きました。

この度、 若い人達と共に意義のある楽しい旅でした。 何と言いましても日本語ガイドを四十年間勤め、 現在は台湾

総督府の日本語案内ボランティアをされている、流調な８０才の馬一馬氏による貴重な体験を、又、懐かしい歌の数々

をご披露下さり感動の毎日でした。

日本統治時代の台湾を巡る慰霊巡礼の旅　特別号

青年部長 北浦基広挨拶

台湾慰霊巡礼の旅 兵庫県遺族会女性部長　高垣静子

兵庫県遺族会 Facebook ページに台湾慰霊巡礼の写真掲載中！ www.facebook.com/hyogoizokukai



台湾の現地ガイド  馬 ( マー ) さん と 林 ( リン ) さん

馬 さんからのお便り

台湾慰霊巡礼に参加して  ～感想文～
兵庫県
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　日本による台湾統治時代をよく知る、 台湾の現地ガイドの 「馬 一馬 （マー ・ イーマ－）

さんと 「林 恭正 （リン ・ キョウセイ） さん」 の、 大変流暢な日本語ガイドの元、 非常に充実

した濃密な慰霊巡礼をさせていただきました。 御年８０歳になられる馬さんは、 昭和２０年の

終戦を小学生の時に迎えられており、 日本語による教育を受けてこられた方で、 現在は台

湾総督府で学芸員をされています。 日本人より日本人らしいと言いますか、 日本語も我々より堪能ではと、 ガイドをお聞きし

ていると思うことが多くありました。 日本の唱歌も大変お上手で、 よく響く良い声で聞き惚れてしまいました。 台湾の歴史、 現

在に至るまでの日本と台湾との関係、 生活習慣や食べ物のこと、 気候風土等、 台湾についてあらゆる事をご存知であり、 ま

さに生き字引の様な方でした。 お話される内容一つ一つに御英霊や台湾、 そして日本への深い思いと愛情がひしひしと感じ

とれ、 我々のためにご高齢にも関わらず本当に篤く歓迎して下さり、 参加者一同感謝に耐えません。

左から

高雄忠烈祠から望む高雄市街と港

高雄港を望む青年部員

飛虎将軍廟前にて

台湾慰霊巡礼に参加させて戴いて　 灘区女性部長　安井蔦子

　台湾慰霊巡礼の旅に参加させて戴きましてありがとうございました。

　台湾が日本の領土だった事はあまりくわしく知りませんでした。 建物も日本の人が建てたまま綺麗

に残っているのには驚きました。 戦争では多くの台湾の人も亡くなられた事はあまりくわしく知りません

でした。 日本の人も色々な事業をされていたのを始めて知りました。 又、 信仰心の強い国だと知り

ました。 お経も日本のお経とよく似ていました。 馬一馬様のお話もとてもお上手でわかりやすくユーモ

アのある話し方で良く分かりました。 とても楽しく聞けました。

　本当に楽しい三日間の旅でした。 三日目のバスの中で歌われた歌は、 私は年代のせいかみんな知っていて、 大変

なつかしく思いました。 日本の事をたいへんよく知っておられたのには感心致しました。 馬一馬様、 青年部の皆々様に

は本当にお世話になりました。 私には一生の想い出になると思っています。 本当にありがとうございました。

　高雄空港で御一行をお出迎えし、 高垣副部長とは 30 年ぶりの再会でしたので、 緊張していた初対面の空気が一

瞬に和やかになりました。 まずは南洋群島へ赴く日本の船団が必ず寄港する高雄港を見おろせる寿山に登り、 ここ

から出陣する先輩たちを偲びました。 「ああ、 堂々の輸送船、 さらば祖国よ  栄えあれ」 寿山の頂上にかつて建立

された高雄神社を参拝し、 今も残っている鳥居をくぐって下山し、 台南に向かいました。 台南までの一時間、 私の覚

えている終戦間近のあらゆる記憶を如実に報告しました。 私の生まれ故郷でもある台南には、 昔の建物が驚くほど

残されています。 台南州庁、 消防隊、 日本勧業銀行、 武徳殿などを車窓からシャッタを切りながら、 今は文化財と

して復旧されたハヤシ百貨店を訪れました。 当時で一番高かった５階建ての屋上にはこじんまりな神社も見えました。

２日目の朝、 日本人飛行士を主神とした鎮安宮を拝観、 日本から持参したお供物のタバコを献上し、 君が代の国歌

と 「海行かば」 の流れる中で、 粛然な気持ちに浸りました。 その後、 台南から高速鉄道の旅を一時間を楽しみ台

北に到着、早速戦前の台湾放送局 (現 228 事件記念館 )、四代目台湾総督児玉源太郎の記念館 (現台湾博物館 )

に入館し、 さらに車窓から明治、 大正年間の建築群を堪能しました。 もし恵那市か犬山城付近の明治村と大正村に

行くなら、 台湾においでになった方がはるかに効果大でしょう。 ３日目は台北の古刹龍山寺をめぐり、 最後に東京、

大阪に次ぐ台北公会堂に入館しました。 わずか三日間でよくも精力的にここまでご案内できたのも、 皆様から頂いた

パワーのお陰です。 いつかまた皆様とお会いできる日を楽しみにしています。 ありがとうございました。



大戦中の台湾
　大東亜戦争当時、 台湾はビルマや南洋諸島、 インドネシア、 東 ・西部ニューギニア等、 南方へと向かう輸送船のほとんど

が高雄港を経由し、 戦地へと赴きました。 高雄港は鎮守府として日本にとって重要な軍港として機能しており、 日本内地最

期の地として御英霊はじめ先人の方々は寄港された時には感慨深く思われた事だと思います。 台湾からは日本人として軍人・

軍属として２０万以上の方が戦地へ赴かれ、 ３万人以上もの方が戦没されています。 台北空襲や高雄港空襲等、 各地で連

合国による空襲が相次ぎ、 民間人も含め非常に多くの方が尊い命を落とされています。＊戦没者数に関して諸説あり　また、 爆

撃機等の迎撃のために多くの方が出撃され、 飛虎将軍廟にお祀りされている杉浦茂峰兵曹長に代表されるような方々や、

沖縄戦、 台湾とフィリピンの間にあるバシー海峡において、 非常に多くの方々が散華されています。

青年部副部長　高垣忠明

　青年部の活動にご協力賜り有難うございます。 ５月１２日からの台湾慰霊 ・巡礼の旅に関しましては、

通常のツアーでは日本人の行かない又、 日本人の知らない日本統治時代にまつわる箇所を立案させて

頂き、 今の若い方が思いもよらない、 歴史に埋もれた現実を垣間見て頂けたと思います。 到着地の高雄

国際空港は昭和１６年１２月８日、 高雄海軍航空隊の九六式陸攻、 一式陸攻５４機が、 又台南空港は

同日、 台南航空隊のゼロ戦３６機がフィリピンの空襲に参加した当時のままの滑走路を利用しつわものどもが夢の跡です。

　今の若い世代は、 とかくニュース等で近隣諸国から反日のイメージの中で育ち、 どうして近隣諸国からこうも日本は嫌わ

れているの？と感じている様ですが、 今回の台湾そしてインドネシアや南洋諸島では、 日本だけが衛生、 教育、 交通、 経

済、 農業を与えてくれたと今日にいたるまで、 引き継がれ統治時代を知るお年寄りが声を揃えてあの頃はよかったと回想

する姿を思い描いて頂けたらと願います。 戦争と言う悲惨な思い出もしかりですが、 こういう事も踏まえた平和教育を若い

方々に伝えていけたらと願っております。

　連休明けの週末青年部員の方々と駆け足で歴史遺産の見学や巡礼の旅に出かけました。

現地ガイドの 『馬さん』 の説明で、 日本と台湾の友好関係の歴史遺産が、 数多く残っている事に

感銘を受けました。 高雄港に必ず日本海軍の艦船が立ち寄りここから南方に出撃して行った事を知

り、 祖父もここからボルネオに行った事を思うと高台から望む風景が違った感じに思えました。

　また、 今も残る日本統治時代の素晴らしい建物を見学して、 現在の我々の生活において多くの学ぶべき事が数多

く残っていると感じました。 今回の巡礼の旅は、 大変有意義な青年部の活動となりました。

　私は、 青年部主催の台湾旅行に洲本より参加した。 私の祖父 （竹雄） は、 姫路陸軍に招集され、 一ヶ

月足らずで、 １９４５年 （享年３１歳） パプアニューギニア ・ラバウル付近で戦死した。 祖父について軍服姿

の写真と、 母親から当時、 生活するのに苦労したことをよく耳にします。 高雄寿山より南方への経由基地

であった高雄港を望むことが出来た。 祖父も約７２年前 「日本へ必ず帰れる」 と信じて、 高雄港を後にし

たものと思われますが、結局、帰ることが出来なかった。 今回、研修旅行に参加して、祖父に対する供養が出来、嬉しく思います。

　初めての台湾。 とても楽しみです。 馬さん， 林さんよろしくお願いします。 最初に訪れたのは高雄神社。

めずらしい鳥居、 上から見た景色もとてもきれいでした。 台南では、 戦死した杉浦少尉の為に建てられた、

鎮安堂があり、 皆さんの沢山のお参りに心打たれました。 皆さんに神として慕われ恩を顕彰されたのでしょ

う。 台湾で君が代を斉唱するとは思っていなかったので、 感無量でした。 台南から台北までの新幹線　

台湾横断です。 台湾には日本制の建物が沢山有ると知り驚きました。 中山堂や二ニ八記念館は、 なかなか珍しい所が見

学出来てとても良かったです。 神様達が居る龍山寺。 皆さんとても熱心にお参りされていました。 日本人も信仰が深い人

が多いですが， あんなに沢山の台湾の方々には驚きました。 ２泊３日の台湾巡礼の旅、 とても貴重な経験をさせて頂きまし

た。 馬さんの案内は、 とても丁寧で解かりやすく素晴らしかったです。 又、 色々な行事に参加したいと思った旅でした。

台湾 （高雄他） の研修旅行参加して 青年部　大岡正典

台湾　巡礼の旅 　青年部　三木学　　戦没者　三木正吉　

台湾巡礼の旅に参加して 青年部　荒堀修一　



神戸 ・姫路護国神社　春の大祭　～５月２日 ・６日～

　５月２日に姫路護国神社、 ５月６日に神戸護国神社において春の大祭が執り行われまし

た。 兵庫県下には、 神戸と姫路に２つ護国神社がある全国的にも珍しい県となります。 指

定護国神社は１府県１社を原則として指定されていましたが、 北海道、 岐阜県、 兵庫県、

島根県、広島県は２社ないし３社が指定されたそうです。 （例外あり）　神戸護国神社では、

兵庫県の東部にある地域 『丹波 ・摂津 ・淡路 （十三市一郡）』 をゆかりとされる御英霊５３,２５７柱をお祀りされています。

姫路護国神社では、 兵庫県西部地区 『播州 ・但馬地区 （十二市十五郡）』 の出身の御英霊５６,９８８柱をお祀りされて

います。 神戸護国神社の大祭は天気の方は、 当初あいにくの曇りと小雨がふりましたが、 式の最中には晴れ間も見え、

爽やかな風に新緑の葉がたなびく、５月らしい爽やかな祭典となりました。 護国神社の春の大祭は、毎年５月２日に姫路が、

６日に神戸でそれぞれ執り行われますが、 本年も遺児を中心とした遺族の方々はじめ一般の方々も参列されており、 本

年も多くの方が参列されました。 本年からは 兵庫県遺族会の青年部も正式に参列いたしました。 青年部役員外にも青年

部の方の参列もあり、 高齢化が著しい遺族会に新たな孫 ・曾孫世代へと引き継いで行く一つの良い契機となりました。 １１

月には秋の大祭も執り行われるので、 是非次回開催の折には、 青年部の皆さんも是非参列して頂ければ御英霊もお喜

びになられると思いますので、 よろしくお願いいたします。

　３月２４日、 参議院議員会館講堂で日本遺族会青年部の結成式が盛大に行なわれました。 平日にもかかわらず、

北海道から鹿児島県まで１都１道１府３５県の青年部代表７６人と、 遺族会役員ら６１人が参集し、 開会前から会場は若者

の熱気で溢れました。 兵庫県遺族会からは、 北浦青年部部長、 高垣副部長、 松尾監事、 高垣女性部長が出席され、

北浦部長が日本遺族会青年部共同代表として就任されました。 各都道府県の青年部部長の方々による司会と、 開会

の辞が行われ。 続いて国歌斉唱、 御英霊への黙祷と続き、 次いで、 三浦妙子女性部長が 「女性部は勿論、 本部 ・

支部も青年部の活躍を信じて今まで以上に応援を惜しみません。 期待しています。 皆さんにバトンタッチします」 と挨拶

されました。 そして、 水落会長が挨拶に立たれ 「日本遺族会創立七十周年の記念すべき今年、 青年部を結成する事

ができた。 平和で豊かな社会に育った世代であるが故に、 今後どういった活動をするか模索が続くと思うが、 世界の

東京にて日本遺族会青年部結成式が開催される

恒久平和を希求する遺族会の社会的責務を後世代に伝える為に、 遺児世代と

青年部が両輪となって活動して行かなければならない。 ご参集の皆さん、 どうか、

遺族会の活動に力添え願いたい」 と青年部への期待を込めた挨拶をされました。

その後、 共同代表を代表して辻正人氏が 「おまたせいたしました。 青年部、 いよ

いよ一歩踏み出すこととなりました。 日本遺族会を継承し、 どんな形であれ変化

を恐れず、本質をしっかり見極めた青年部にして行きたい。 そして、言い訳をせず、

行動を起こしながら青年部を盛り上げていく」 と決意を述べられた。 写真中央に兵庫県青年部北浦部長

　今年４月には兵庫県遺族会公式 Facebook ページも開設し、ホームページと併せて、春の

大祭、台湾への慰霊巡礼の旅等などの取り組み催しももちろん、HKD 兵庫県海外同友会様の

展示会のご案内等、今後は関係各所との情報共有と、情報発信強化を積極的に行う計画です。

特に Facebook には近々に行われる、催しや慰霊祭の告知を随時行いますので、御覧頂いて

『いいね』『フォロワー』登録して頂き、皆さんと新しい情報を共有出来ればと思います。
Facebook ページ

青年部副部長　藤崎潤

　青年部と親会の方々と共に慰霊巡礼の旅として台湾を訪れ、 今まで教わらなかった日本統治下の台湾に

ついてより深く知る事が出来ました。 現在の日台の非常に友好的な関係に至るまでに、 台湾において数万に

も及ぶ方々が命を散らし刻んだ歴史を、 南方へと向かう曽祖父が感じた台湾の風を、 自らの体で感じる事が

出来たのは、 何ものにも代えがたい体験となりました。 それもこれもガイドの馬さんと林さんの大変篤い心遣い

によって、 今回これ程までに充実した慰霊巡礼の旅が実現出来たのだと感謝の意に堪えません。 この台湾の方々から頂戴した

日本に対する篤い想いを、しっかり次の世代に伝えて行きたいと思います。馬さん 林さん 台湾の皆さんチン・トゥシャー（感謝の意）


