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中学１年（12 歳）の時に被爆した、

●5―6×豊島

広島市出身で大阪市在住の飯田邦夫
さん（84 歳）の体験を、
「広島県人会」
で知り合った青山台在住で三原市出
身の藤本輝夫さん（75 歳）が語り部
として代弁します。
昨年までの約 10 年間は、府下の小
中学校などで、飯田さんの語りを藤
本さんがサポートしてきました。しか
し飯田さんが体調を崩したため、昨
年から藤本さんが代弁しています。
今回は、被爆の瞬間から自宅に戻っ

語られます。
◆ ◆ ◆ ◆

に１・５㌔離れた場所にいました。学
徒動員による建物強制疎開＜ことば＞
ため、空を仰ごうと顔に手をかざした
瞬間、原子爆弾がさく裂しました。

どで即死。飯田さんも「まるでスロー
モーションのように感じながら」10
㍍以上吹き飛ばされましたが、運よく
大きなけがはしませんでした。腕には
ひどいやけどを負ったものの、手をか
ざしたおかげで顔はほぼ無傷でした。
編集部より）毎回、皆さんの川柳を楽しく読ませてもらっています。勝手な「お題」を出していますが… 大丈夫でしょうか（難波） 高校野球大阪大会は、千里地
域の公立３校に限らず、北摂地域のチームを中心に撮影取材しました。記事は、千里あさひくらぶブログ（0843.co.jp/blog/）
でごらんください（岡野）

語り口と、復興のシンボル広島カー
プ誕生秘話など前向きなエピソード

ある病院まで肩に担ぎました。道中、

もあって、最後まで耳をふさぎたい

目に飛び込んでくる悲惨な状況。そ

気持ちにはなりませんでした。また、

れは「この世のものとは思えない地

政治色を排除しているのも聞きやす

獄絵図」だったと言います。

い理由でしょう。

友人を病院に託し、飯田さんは広

藤本さんは「体験談を余り聞いて

島駅そばにある自宅を目指してさら

こなかったであろう 30、40 代の人に

に約３㌔歩きます。焼け落ちた自宅の

こそ伝えたい」と話します。 （岡野）

前で待っていたのは、窓ガラスの破
片が体中に突き刺さって血だらけに

＜ことば＞ 学徒動員…第二次大戦末期、

なった母親でした。そんな状態でも２

人材不足を補うため、中学生以上の生徒・

人は、互いの命があることを抱き合っ

学生を軍需産業や食糧増産に動員した。

て喜んだそうです。

建物強制疎開…主に都市部の家屋を、空
襲による類焼を防ぐため、強制的に ʻ間引

◆ ◆ ◆ ◆

きʼ し、建造物と住人を地方などに移した。

飯田さんは 20 年程前に体験を記
していましたが、誰にも話さずにいま
した。それが約 10 年前のある日、家
の近所の飲み屋さんで、偶然隣席し
た小学校教師にふと話したことで強
く要望され、語り部になりました。藤
本さんは「人はとてもつらい体験をし
た時、それを忘却しようとする力が働
く。飯田さんはそれと引き換えに、平
和の大切さを伝える決心をしてくれ
た」と話します。
現在の広島市街︵藤本さん撮影︶

写真・広島平和資料館提供

生徒２００人中、約 50 人が爆風な

炭のように黒く焼け焦げた顔から
友人を探し出し、そこから約２㌔先に

藤本輝夫さん

の朝礼中に飛行機の轟音が聞こえた

昭和30年頃の原爆ドーム（藤本さん撮影）

被爆体験の代弁者

あの日、飯田さんは爆心地から東

語り部はニュータウン在住の
﹁代弁者﹂

右越え本塁打を放った杣川

選抜覇者大阪桐蔭と対戦。5回コー
ルドも、
外野返球で走者を本塁憤死
させたり、本塁打で一矢報いて
「千
里の意地」
を見せた。●1―14大阪桐蔭

広島が復旧・復興してゆく様子なども

・集合写真は３年部員︒

千 里

て母親と出会うまでの話を中心に、

試合終了直後︑笑顔の松井マネ

（家族と）

（通巻208号）

つむぐくん

寺嶋渾身の投球

届 ！

８月５日、吹田市北千里地区公民館で、広島で被爆した男性の体験を千里
ニュータウン在住の広島県人が代弁します。戦後72年、体験を直接語る人が減る
なか、体験談を聞き取った「代弁者」が次の世代に語り継ぎます。

豊島戦、
同点の9回裏に寺嶋投手が
無死満塁をしのぎ切った。
打者３人
にいずれもスリーボールまで粘られ
てのピンチ脱出は感動を呼んだ。
青雲戦、6打数4安打4打点の田渕

毎月

2017年

８月５日 吹田市北千里公民館で被爆体験談

○6×―5千里青雲 ●4―11同志社香里

通

次の世代へも「広島の原爆」

千里青雲

「地域対決」
となった千里青雲戦で
劇的な延長10回逆転サヨナラ。
取ら
れても取り返す、
最後まで諦めない
豊島野球が勝利を呼び込んだ。

朝日新聞

こころちゃん

千里あさひくらぶが毎夏注目する
千里地域の高校野球部３校が
（岡野）
「夏」
を燃やしました。

豊 島

地元情報

『広島の原爆体験を語る』
●17 年 8 月 5 日（土）
。14 時開会

（13 時 30 分開場）
●吹田市北千里
地 区 公 民 館（吹 田 市 古 江 台 4-2

今回の取材で、記者は一対一で代

D7、阪急北千里駅からすぐ）
・2 階

弁を聞きました。涙を誘われる悲惨

会議室●入場無料●申込不要●問

な体験談ですが、藤本さんの温かい

い合わせ 06･6834･2921
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タウンで、このような体験活動は貴重。稲

公開/2003年米国 ゴア・ヴァービンスキー監督

作の方法だけでなく、日本の食料生産につ

冒険心をつんつん刺激

いても学習が深まれば」と期待する。
収穫は10月下旬の予定だ。

（岡野）
市立吹田第一中学校ダンス部（３年７人・
２年 18 人、１年 18 人）が、８月18日に高槻
コンクールに向けて気合が入る３年部員＝７月７日

目指すは「金賞」
「全国」 吹田一中ダンス部

現代劇場 大ホールで行われる「第５回全日
本小中学生ダンスコンクール（朝日新聞社
主催）
」に向け、日々練習に汗を流している。
目標は、昨年度の銀賞を超える金賞。そして
10 月に神奈川県で行われる全国大会への出
場権獲得だ。
７月 30 日には茨木市で行われる「元気！
いばらき！おどりんピック
！」に出場する。キャ
プテンの末広まなさん
（３年）
は
「おどりんピッ
クをステップにメンバーがよりつながれば。
コンクールでは春に踊った演目にさらに磨き
をかけて勝負する」と力強く話す。
「金賞」
「全
国大会出場権獲得」２つの目標を達成すれ
ば、
いずれも同校初となる。

（岡野）

夏といえば海。海といえば海賊。とい
うことで現在、最新の５作目が公開中の
人気シリーズ１作目をご紹介。元ネタは
ディズニーランドのアトラクション「カリ
ブの海賊」だってさ（行ったことないの
に偉そうに書いてみた）。
18世紀のカリブ海が舞台の “黄金のメ
ダル” をめぐる大騒動アドベンチャー。
不老不死の呪いにかかった海賊バルボッ
サは、それを解くメダルを持っている総
督の娘エリザベスをさらう。鍛冶屋の青
年ウィルは彼女を助けるため、一匹狼の
海賊ジャック・スパロウと協力して救出
に向かう！
ジャックの呑気な性格、酔っ払って千
鳥足でフラフラと歩く姿、永遠の少年を
思わせるヤンチャ加減が最高に愉快。演
じる俳優ジョニー・デップのハマリ役。
不死身からくるやけっぱちが振り切れ、
人生を謳歌している風情のバルボッサも

楽しいし、ウィルとエリザベスの美男美
女カップルも素敵だし、各キャラクター
の魅力が満載。
そこに、海賊船バトルの豪快さと、海
賊と骸骨と英軍が乱戦するクライマック
スの驚きが混じり合って、見ている間ず
〜っと胸躍る！
水平線の向こうには、未知の世界が
待っている感じ
がして泳ぎ出し
たくなる（水陸
両 用 車 い す、
カ モ ン）。冒 険
心をつんつん
刺激されて陽気
な気分にさせて
くれる 痛 快 作。
水遊び気分も
「映画.com」
より転載
味わえる !?
車いすの映画感想家

AKIRAの

熊野町 杉本悦子さん

服部健さん

パイレーツ・オブ・カリビアン
呪われた海賊たち

雨ポツリ暗雲駆けっこ我家まで

寺内 岸田知香子さん

新千里南町

駐車するたびに増えてる土産物

改田明子さん

するのと、スズメが近寄らないようなカカ
今枝かおり校長は「田んぼの無いニュー

夕立に右へならえと軒借りる

降る降らぬ言った言わないはっきりせい

新千里東町 新原健市さん

新千里西町

改田明子さん

浦来実さんは「今年は穴の小さなネットに
シを頑張って作りたい」と対策を話した。

◆夕立

朝日千里
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◆バスツアー

気を付けて知らないバスに乗らぬよう

新千里西町

渡邉敦子さん

上田憲次さん

佐々木寛太郎さん

呑み助も大手を振って昼間酒

箕面市

夫より親友と行くバスツアー

山手町

竹見台

スズメが入って来たからだった。１組の東

俣野喜一さん

ぼに被せていた防鳥ネットの穴や隙間から

吉岡憲子さん

新原健市さん

ズメに食べられてしまった。原因は、田ん

山手町

実は昨年、収穫前の稲穂の半分以上がス

高野台

新千里東町

入った。今日の経験を生かして私の田舎で
も田植えを手伝いたい」
。

人まかせ変わる景色のバスツアー

らった通り両手で植えると、深くしっかり

バスツアー後部座席を確保する

を植えた。２組の原奏鈴さんは「教えても

嫌だなバスのカーテン降ろす人

んぼの端から端まで張り、それを目印に苗

立秋に駆り立てられるぶどう狩り

続いて、等間隔に印の付いたロープを田

ベルトせよなんて言わずもがなのバスツアー

す作業。

青山台 辻美寿々さん

めに、田に水を入れて土を砕いてかきなら

夕立の黒いカーテンナイアガラ

上山手町 中川由恵さん

新千里北町 じゅんたろうさん

夏休み子どもはいいな戻りたい

◆夏休み

夏休みよりも勝ちたい球児たち

桃山台 りゅうこさん

おとなりはハワイ向かいはグァムらしい

に鍬（くわ）を振るった。 ※田植えのた

春日 なおみさん

ニュルニュルとして気持ちいい！」と元気

遠い夏父の麦わらオニヤンマ

は初めてという２組の山本哲平君は「泥が

青山台 石原裕太郎さん

り、代掻き（しろかき）
※を行った。田んぼ

夏休み今年は世のためごみ拾い

まず児童たちは裸足になって田んぼに入

山手町 道広廸子さん

山手町 青山美和子さん

古江台小学校で５年生が田植えの授業

夏休みクラブと塾のてんこもり

吹田市立古江台小学校で６月20日、５年生２クラス80人が、中庭
の田んぼ（約40㎡）に苗約5000本を植えた。NPO法人すいた体験活
動クラブ（稲山三郎代表）の協力で実施した。総合的な学習の一環。

キッズは今休み方改革模索中

泥だらけ…でも気持ちいい！

厳選イベント

非営利なら原則掲載無料

aclub@0843.co.jp

阪急電車フェア…8/1〜31
阪急電車と吹田市の歴史を紹介するパネルや鉄
道部品を展示。写真撮影ができる電車パネルの展
示や子ども用制服の着用体験も
8/1（火）〜31
（木）。Inforestすいた（〒565-0826 吹田市千里万
博公園2-1ららぽーとEXPOCITY1階）にて●無料
●06・6170・1014

灼熱 ウォーターバトル…8/20
千里市民フォーラムによる水鉄砲バトル・水鉄砲
シューティング・ウォータースライダー・幼児用大型
プール 8/20（日）10時〜15時。小雨決行。千里中
央公園（新千里東町3-9）にて●200円●申込不要
●水鉄砲、水着か着替え、タオルほかを持って来
場 ● 豊 中 市 千 里 ニュータウン再 生 推 進 課 0 6・
6858・2674

夏休み子ども劇場…8/22
豊中紙芝居の会による
「砂かけババア」、影絵劇グ
ループ・トロルによる
「エルマーのぼうけん」 8/22
（火）10時30分〜11時40分。千里公民館（新千里
東町1-2-2）にて●小学2年以下の子どもと保護
者 、7 0 人 ● 無 料 ● 当日会 場 へ 。先 着 順 ● 0 6・
6833・8090

eNカレッジすいた…9/8〜11/24
ソーシャルな生き方について考える学び舎
9/8
（金）〜11/24（金）夜間全6回。ラコルタ（津雲台
1-2-1-6F）にて●定員20名（多数抽選）●「無料」。
ただし「ボランティア活動保険」未加入者は保険
代300円【申込】06･6155･3167

わくわくファミリーキャンプ…9/16〜17
キャンプファイア、野外クッキングなど 9/16（土）〜
17（日）。わくわくの郷（〒565-0873吹田市藤白台
5-20-1）にて●市内在住の家族か8人以内のグ
ループ、10組、多数抽選●2,800円。小学生以下
2,400円【申込】往復はがきに催し名、参加者全員
の住所、名前（ふりがな）、電話番号、性別、学年、
保護者の名前を書いて、わくわくの郷へ。8/21
（月）必着●TEL06・6872・0713、FAX06・6871・
7747

訂正とお詫び

vol.40

AKIRA/フリーライター・文字起こし業。豊中市在
住。本紙に「映画レビュー」
「街レビ」を連載中。

７月号に掲載したレシピコーナーのイタリア料
理店「ロベルト・カレラ」さんの店舗情報に誤りが
ありました。正しくは「14年開店のイタリア料理
店。豊中市上新田2-24-51。
ランチ11：30〜14：00
（L・O）、ディナー18：00〜22：00（同）。06・6836・
5633。基本無休。駐車場6台」でした。
取材・編集・制作：岡野和博（編集長）
・難波倫子

