恐れて屈したのではなく︑その災が正しい団員に及ぶ事を恐れて泣いて
馬しょくを切ったのである︒

彼らの意見を受け入れる事は反面彼らを見殺しにする事でもある︒彼
らも同じ同志ではなかったか︒涙を飲んで彼らの意見を受け入れた昭和

おおやしま

十五年十二月三十日の悲しい記憶は忘れられない︒

利己主義︑排他主義︑そのままでこれを是正する指針なく︑反省する

機会もなく︑放縦とわがままの生活にいかなる前途が待ち受けていた事

か？︒いかなる環境がつくられていた事か？︒憂慮していた結果が鏡に

写すようにはっきりと現われていた︒

覆水盆に帰らずであるが︑今にして再び当時を追憶し反省する︒何も

かも知りながらも︑彼らの希望を受け入れた責任者としての重大な過失

ったな

彼らの意見を受け入れる事は彼らを大八洲の協同態勢から切り放す事

を︒死んだ子の歳を数えるような寂しさを痛切に感じながら拙い筆をお
／︑○

である︒その結果隣接地区の日高見開拓団に編入され︑その保護のもと

揚日誌

に彼らの開拓営農が続けられた︒そして五年を経過した︒それで彼らは
果たして幸福であったろうか？︒

一一︑

容である︒ここに再録して当時を回想するとともに︑再建の道をたどる

開拓者の反省と努力の糧にしたいと念願する︒

一︑終戦前後における開拓団並びに
周辺の状況

本開拓団入植以来入営により兵役にある者十四名︑昭和十九年度応召

ソ連の参戦による最後の根こそぎ動員の応召者十四名で︑八月十一日現

方正︑奉天と三カ所に分かれたまま冬を越し︑二十一年六月から九月に

書きつづったものであり︑帰国と同時に︑

在応召未帰還者数七十五名に達し︑壮年男子︵十八才以上四十五才迄︶と

︵臨時召集︶在役中の者十七名︑昭和二十年七月までの応召者三十名︑

﹃三江省樺川県大八洲開拓団避難状況報告書﹄として︑外務省︑農林省︑

して在団中の者は高木樺五郎︑富田宇一郎︑安部仁栄︵病気入院中︶︑

まで

各関係府県庁︑市町村当局︑留守家族︑その他に発送された報告書の内

かけて相次いで帰還︑万感を胸に抱いて故国の土を踏むまでの出来事を

流弾にたおれ︑あるいは病魔に冒されて半数以上の同志を失い︑長春︑

に家なく︑雨の降る中を野宿し︑山を越え橘のない河を渡り︑あるいは

の引揚列車にも乗車出来ず︑徒歩での避難行幾百里︑食うに食なく寝る

れ︑八月十四日老幼婦女子は住みなれた第二の故郷を後にしたが︑最後

動員で全男子が応召︑次いでその筋より開拓地住民に避難命令が発せら

この記録は昭和二十年八月九日︑ソ連の参戦により︑翌十日根こそぎ

引

−23−

− 山

であり︑なお課せられた増産供出と︑自衛警備態勢を整え︑散在する部

情報は既に舞瞳ぴ︑引揚後の遺留物資の争奪獲得を目差してものすごい

団地区周辺の住民の動向は至極平穏で︑開戦による日本人全員避難の

不充分な身体を皆にいたわられながら全員無事離団する︒

落員全員を本部部落に結集︑婦女子を主体として共同営農により︑重大

集結を見たが︑団員家族の引揚に対してはむしろ別れを惜しむ心情を吐

今野優︑加藤保︑若松竹次郎の六君だけであって︑他はみな老幼婦女子

時期突破のため課せられた使命達成への道を進みつつあった︒

露し︑馬車を提供して輸送に協力するほか︑再度の帰来を望み︑団の残

留物資のうち︑公共物資及び家畜等の管理一切の正式委任を快く受託︑

幸い地区内原住民は入植以来本団を主体として密接なる連関関係を保
ち︑有無相通じ相互協力による共栄を目標に進んで来た関係上︑かつて

南門外に老幼男女総出動にて見送られた︒

帰還上陸までの経過概要

二︑﹃避難のため﹄現地出発より

原住民との間に不祥事件の起きた事がなく︑特に昭和十九年度計画によ
る地区電化並びに電力揚水による開田工事の実施に当たっては︑団の手
不足を充分克服し︑昭和二十年六月には揚水施設と二百五十ヘクタール
幸一寺宮つ

の開田工事を完成し︑そのうち百五十ヘクタールの蒔付けをすませ︑中

八月十四日大八洲開拓団より出発︑最後の汽車に乗車出来ず千振に一

部屯︵中柳毛河︶︑彌州屯︵東柳毛河︶の電灯架設を完了するに及び︑秋ま

でには全地区に点灯出来る万全の準備が進められていた事は︑すべて原

泊︑十五日に千振を出発し依蘭・方正・珠河を経由して海林収容所に収

ンに入隊︑終戦後解除となりハルピンに滞在中ソ連軍に抑留され︑海林

いらん

住民の絶大な協力によるものであって︑増産供出の態勢と共に部内に何

容され︑更に拉古収容所に移された︒八月十日最後の召集によりハルピ

最後の根こそぎ動員の応召後︑矢継早に集結︑疎開等等︑県よりの命

を経由して牡丹江に収容されていた佐藤孝治以下十名が拉古に移された

らこ

らの不安もない状態であった︒

令下達により︑八月十二日本部部落に集結を完了すると共に︑十四日に

のと合流し︑十月四日抑留を解かれ牡丹江よりハルビン経由︑長春市に

ぼたん号７

は数日来の降雨のためひざを没するぬかるみの中を︑入植以来足かけ八

南下する︒

難民と行動を共にした村山︑豊田︑今井の三君は九月に南下︑長春市西

これより先ハルピンで召集解除になり︑綏化に行き︑彌栄︑千振の避

すいか

年︑骨を埋める地と定めた第二の故郷を︑建設の苦闘にたおれた幾多物
故者の霊に後髪を引かれる思いを残し︑住民と清い涙の別れを惜しみな
がら︑馬車十数台で送られ︑万感を胸に抱いて出発する︒

この間依蘭より方正に至る途次︑大羅勒密開拓団付近を通過の際︑ソ

だあらるみ

陽区菊水町に本隊が避難して来るのを予想し受入準備を整えた︒

命を天に任せ︑再来を約して最後の人員二百一名は︑高木樺五郎君統率

連軍の射撃を受け︑一千余名の避難部隊は両分され︑ついに合流する機

苦難の村づくりの人︑人︑人の累積した貴い建設のすべてを捨てて運

のもとに出発した︒病中の田中ゑいさん︑老人吉田ヤトさんは歩行すら
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会を得られず︑行動を阻止された高木樺五郎君以下三十一名はやむなく

車一路南下し十九日に錦県着︒二十四日に同地出発︑胡盧島より乗船す

で︑長春市遣送第二十四大隊に編入され七月十七日出発︑長春駅より乗

０

方正に残留して越冬し︑二月十五日に方正を出発︑珠河︑ハルピンを経
る︒

され︑伊藤貞蔵君の率いる四十三名は分離され︑奉天まで南下して越冬︑

更に一部は拉古より南下移動中︑ハルビン駅で乗換えの際乗車を制限

結果コレラ保菌者が発見されて上陸中止︑八月一日佐世保に回航される︒

幸い波静かに安泰な航海を経て二十八日に舞鶴港に着いたが︑検疫の

いよいよ待望の上陸許可が出て九月九日午後二時上陸︑故国の土を踏む︒

佐世保港外において防疫戦を展開︑検便実に九回︑船上生活四十七日︑

伊藤貞蔵君その他が病死するに及んで状態はますます悪くなり︑柏木正
雄君を中心に奉天にて越冬する︒

その間依蘭にて柏木チヱさんは流弾にて戦死︒大羅勒密付近にて滝口
登美三君が戦死した外︑避難中及び越冬生活中︑疲労衰弱と悪疫により
死亡した者は半数以上に及ぶ︒統率者の不行届きによるもので誠に申し

状二往復したものにより︑ようやく状況の一部を判断しただけ︑その後

奉天で越冬した者の消息も思わしからず︑二月中に飛脚便に託した書

うちに闇夜の千振街に入り︑警察に連絡をとったが要領を得ず︑やむ

の避難列車の発車後であって駅付近には日本人の影さえなく︑不安の

午後四時に団を出発し千振駅より乗車の予定であったが︑既に最後

故をもって早朝に出発し︑行く手の住民の反乱をおそれて野営する︒

千振警察署員の最後の引揚と合流︑署長の命により治安の不良なる

八月十六日

振地区の乗り遅れ団体と逐次合流︑次第に人員を増す︒

千振を出発し大平鎮着︑午後九時ごろ満人旅館に宿泊する︒途中千

八月十五日

やみよ

奉天におった若松竹次郎君が北上して長春の本隊に合流︑更に方正方面

八月十四日

１団出発より長春到着ま・ての避難状況

記

遣して奉天部隊の応援と本隊への合流をはかったが状況思わしからず︑

十月三十日に召集解除になり︑長春隊に合流した柏木正雄君を奉天に派

ころとう

由して三月十日に長春に到着して本隊と合流した︒

I

なく国民学校に宿泊︑小銃の音を聞きながら避難第一夜を明かす︒

訳ない︒

日

へ救出に派遣されハルピンで方正隊と遭い長春に帰った︒

その後奉天との連絡は全く絶え︑六月に至るも何らの連絡の方法もな
く︑六月十六日にようやく汽車が通るようになったので︑高木樺五郎君
を奉天に派遣し︑内地帰還並びに連絡に関する伝達と処理にあたらせた
が︑これより早く奉天部隊は五月二十二日に奉天を出発し内地へ帰還︑
六月六日に佐世保に上陸していた︒

七月に至り長春在住の日本人の母国送還が具体化し︑緑園地区に次い
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、

ここで梅津忠作長男忠美︵当才︶ちゃんは疲労と栄養失調のため最初の

八月二十一日

野宿する︒

大羅勒密にて暴民の襲撃を受けて前後に両分され︑一方の高木樺五

だあらるみ

犠牲となる︒斎藤京子さんは足部に盲管銃創を負い︑吉田ヤトさんは
混乱に紛れて行方不明となる︒

七十六名は︑道路上でソ連軍の自動車隊に遭遇し︑男子の今野優︑遠

郎君外二十三名は元の道路に引き返し︑前方に出た富田宇一郎君外百

早朝出発︑朝食と昼食の準備は満人部落の広場で炊き出しを始めた

藤登女夫︑若松竹美︑浅野昭二の四君は連行される︒残員は元日本軍

八月十七日

が︑急に出発の命令が出て煮炊き半端で惜しくも中止︑空腹を抱えて

仮宿舎に宿泊する︒

いらんがい

しこうひん

う︒方正着午後四時︑県公署官舎に宿泊する︒

朝出発して方正に向かう途中︑応召中の伊藤貞蔵︑伊藤清両君に会

八月二十四日

本日︑小浅悦子︵三才︶ちゃん死亡する︒

夜日本軍の幕舎で食糧品や嗜好品の歓待を受ける︒

けられた︒

夕刻伊漢通開拓団に到着する︒ここには残留した団員も相当数見受

某開拓団の一婦人たおれる︒

の食糧をもらう︒昼食後出発しようとする直前ソ連軍の射撃を受け︑

雨降りのぬかるみの中を約三キロ歩き︑日本軍に会って白米その他

八月二十三日

物倉庫らしいものに泊る︒

早朝出発し一日歩き通す︒午後七時ごろ満系学校に到着︑付近の穀

八月二十二日

︵二才︶ちゃん死亡する︒

夜中に安部英典︵三才︶ちゃん︑滝口和佳子︵二才︶ちゃん︑伊藤叔子

午後三時ごろ依蘭街に入る︒
昨日行方不明になった吉田ヤトさんは満人のトラックで追いつく︒

日本人国民学校に宿泊する︒夜中応召中の団員︑田中長次君に面会で
きた事も奇遇である︒

八月十八日
あわただしく出発し牡丹江岸に着き渡河準備中に柏木チェ︵二八才︶

さんは流弾にて戦死︒蕊臘部貫通銃創で出血多量のためついに絶命す
る︒最期まで遺児や出征中の夫君の身の上を気遣う心情は哀れなり︒

ここで停戦協定︑武装解除の報を受ける︒午後三時船で渡河︑八時
猷Ｉミーもら

ごろ日本軍陣地構築場に宿営︑日本軍より苞米を貰い飢えをしのぐ︒
チヤムス

一行は千振地区開拓団員家族や︑佳木斯の避難民で一千名位であった︒
八月十九日
コウ〆

朝七時ごろ出発︑昼食は三姓国民学校で現地の有志の厚意により高
リヤン

梁が配給され炊き出された︒午後八時ごろ出発︑日本軍も交り夜行軍
を続ける︒

八月二十日

午前十時船付場着︑小休止の後出発︒鹿児島開拓団前方の道路上に
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八月二十五日
前日の宿舎に滞在する︒

八月二十六日

早朝飛行場に集合︑午前十一時ごろ出発︒約二キロの地点で小休止
の際︑十九日に大羅勒密で別れた者の内より若干名が追い着き合流し
た︒昼食後出発︑約十五キロの強行軍︑野宿する︒
滝口洋子︵七才︶ちゃん︑名和美知子︵三才︶ちゃん死亡する︒

八月二十七日
午前八時出発︑約二キロの地点で暴民に襲われたが幸い被害なし︒

午後二時ごろ長野開拓団に着きここに泊る︒付近の避難民も若干居る
様子であった︒

八月二十八日

未明に出発︑およそ八キロ位で満人部落に到着︑雨宿りする︒二時
間後出発し朝鮮人部落に到着︑学校や個人家屋に分散宿泊する︒
今朝出発の際︑若松竹雄君︑輝子さん︑記美子さん︑浅野真秀君︑

みち子さん︑昌美君︑豊君︑テル子さん︑安部ミッギさんは混乱に紛
れ他の開拓団に入り込み分離する︒
八月二十九日

朝学校に集合したが降雨はなはだしく出発を見合わせ︑そのまま学
校に滞在宿泊する︒

八月三十日

かま

早朝出発︑四キロ程歩き小休止して朝食をとる︒おりから不意に鎌︑

やりじんだい

こん棒︑槍などを携えた数百の暴民に襲われ︑被害甚大︑言語に絶す

やり急すか叢

る︒一行中の男子は老幼婦女子を中にかばって恋戦数刻︑ついに撃退

する︒高橋金八︑鈴木源七︑田中喜太郎の三老は各頭や足に槍傷︑鎌

傷を受け︑他の開拓団でも死者︑負傷者を出し︑現場は酸鼻を極める︒

手

ぽ

途中延寿県副県長の厚志により︑馬車で負傷者や子供等を長発屯まで

送ってもらう︒夜は長発屯の満系学校に分散宿泊する︒

高橋紀代子︵一才︶ちゃん死亡する︒

八月三十一日

長発屯出発︑夕刻延寿県着︒満人旅館に泊る︒

九月一日

延寿県に滞在︒吉田明男︵二才︶ちゃん死亡する︒

九月二日

延寿県出発︑馬車に乗って珠河に向かう︒夕刻珠河駅より乗車し牡
たんこ・フ

丹江方面に向かう︒鈴木貞子︵二才︶ちゃん胃腸障害で死亡︒

アプロミ

九月三日

亜巴呂尼東方の信号所で下車を命じられ︑野宿する︒

九月四日

徒歩で横道河子に向かう︒途中大峠を越え︑衰弱せる上に急坂を上

下する老人︑子供等全員の疲労その極に達する︒

午後三時ごろ横道河子着︑直ちに宿舎に入る︒ソ連軍より原穀高梁
の配給を受ける︒

渡辺英助︵二才︶ちゃん︑佐藤弥一︵一才︶ちゃん︑長久保拓弥︵五才︶

ちゃん︑柏木敏子︵二才︶ちゃん病死する︒

九月五日
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−」

朝から降雨はなはだしく午前九時に出発︒びしょぬれになり鮮人部
落に一泊︑意外にも好意ある鮮人の温かい待遇を受け感謝する︒
市川由美子︵二才︶ちゃん死亡︒

九月六日
道林鮮人部落に到着︑鮮系学校に泊る︒
安藤宣和︵二才︶ちゃん︑村山朝男︵二才︶ちゃん死亡する︒

九月七日
海林着︑青壮年男子と老人婦女子を分離され収容所に入れられる︒
抑留一週間︒
船山美穂子︵二才︶ちゃん︑今井ミッョ︵三才︶ちゃん死亡︒

九月八日
滝口操︵三一才︶さん途中の難行に疲労︑ついに赤痢にて死亡する︒
鈴木喜一︵二才︶ちゃん︑大友勝晴︵二才︶ちゃん︑伊藤日出子三才︶

ちゃん︑いずれも胃腸障害にて死亡︒

九月九日
柏木礼子︵三才︶ちゃん︑高木精子︵二才︶ちゃん︑笹村タミ子︵四才︶

ちゃん病死する︒

九月十一日
石田征子︵一才︶ちゃん病死︒

九月十二日
近田紘︵三才︶ちゃんジフテリアにて死亡︒

九月十三日
らこ

海林収容所より拉古収容所に移される︒︵収容期間二十三日︶

九月十四日
滝口武雄︵三才︶ちゃん死亡︒

九月十九日
安部静子︵二才︶ちゃん死亡︒

九月二十一日

伊藤今朝美︵一才︶ちゃん死亡︒

九月二十六日
後藤友子︵三才︶ちゃん死亡︒

十月一日
名和寿明︵三才︶ちゃん死亡︒

以上はいずれも長途の旅で母体の衰弱により︑乳幼児は相次いで栄
養を失い病死したものである︒

本日︑牡丹江収容所に抑留されていた佐藤外十名が拉古に移送され

て合流した︒以後行動を共にし︑全員の気分は好転する︒

十月三日
高橋弘子︵五才︶ちゃん死亡︒

十月四日

高橋邦子︵五才︶ちゃん︑遠藤賢逸︵二才︶ちゃん死亡︒

むがいかしや

本日ソ連軍の手より解放されて拉古を出発︑徒歩で牡丹江に向かう︒

牡丹江駅前の元国際運輸事務所で休む︒

午後十一時発の列車でハルピンに向かう︒無蓋貨車に乗せられて夜

の寒さはなはだしく︑歯を食いしばって耐え忍ぶ︒

十月六日
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途中不順ながら午前七時にハルビン駅に着く︒構内で食事の準備︑

すぐ南下する予定で乗車を始めたところ︑ソ連の軍用列車のため乗車
を制限され︑伊藤貞蔵君外四十三名は無事に乗車して南下したが︑残
員はやむを得ず桃山国民学校に宿泊する︒

十四名の動向

２昭和二十年八月十日最後の応召による

八月十日

鈴木源七︵五八才︶さん死亡︒

泊り︑本日本部に帰着すると︑急に召集の命令を受ける︒十七才以上

時に対処する覚悟を持ち︑部落回りの末︑興隆の常会に出席︑興隆に

昨八月九日ソ連軍の参戦によって︑あらゆる部門にわたって超非常

早朝桃山国民学校を出て︑南下するため駅に交渉したが列車は不通︑

四十五才までの兵籍にある男子は︑午前十一時までに千振警察署に集

十月七日

南下不能のため花園学校に落ち着く︒以後毎日南下の列車をねらった

合の口頭命令であった︒

雨の降る中を数千の婦女子が難行する有り様を見ただけでも胸がつま

かう途中で佳木斯や鶴立地区の避難婦女子が殺到するのに出会った︒

千振警察署に集合し編成が済んだのは黄昏に近い︒それから駅に向

たそがれ

の労苦と善処を信頼し安心して出発する︒

一向徹底しない有り様なので︑委細善処方を残留者に依頼︑残留団員

また引き続きその取り消しの命令があった︒県や警察署などの命令が

県より佳木斯や鶴立地区の避難民を団に収容されたいとの通報あり︑

君以下残留者に託して出発する︒

とりあえず全員に急報し本部に集合し次第︑残務一切を高木樺五郎

が︑病人︑婦女子を引き連れて学校と駅の間を往復したため︑一同ま
すます疲労衰弱する︒

一方︑方正方面の残留者の救出方法を講じたが何ら打つべき手はな
く︑涙を飲んで十三日にようやく南下の機会をつかむ︒
伊藤インさんはハルピンで偶然兄と母にめぐり会い︑和子︑信也︑
正子の三児を連れ兄や母を頼って転出する︒
十月十二日
鈴木澄子︵二才︶ちゃん死亡︒

十月十三日
午後五時ごろハルビン駅より貨車に乗せられて長春に向かう︒

いたが来る汽車も来る汽車も避難民で一杯であった︒雨の中のホーム

る︒それでも受け入れる地方はまだ良いつもりで同情もする︒駅につ

長春駅着︑駅に出迎えの日高見開拓団の安部氏と同道する︒綾化よ

に立往生の末午後十一時にようやく乗車する︒列車は満鉄の避難民で

十月十四日

り先着していた村山︑今井︑豊田の三君の外︑日高見開拓団員が受入

満員︒夜通し立ったまま︒

すいか

準備をしてくれていた西陽区菊水町の旧陸軍官舎に落ち付く︒

八月十一日

−29−

ぽつり

樺林から団に引き返したが︑帰団不能のためハルピンに来た吉崎千

八月十四日

午後無蓋貨車に乗せられて南下する︒古城鎮駅でソ連軍の林口爆撃を

振団長︑豊田校長らと会い︑午前九時に兵事部へ出頭︑帰団をあきら

明くれば間もなく勃利に着いて下車︒駅の倉庫でしばらく雨宿りし︑

見︑機銃掃射を受けながら数回にわたって待避︑夜になってから林口

め最後の御奉公のため編成依頼をし︑快く受け入れられて編成入隊す
スＵＯ

八月十五日

被服庫で被服受領をしている時︑無条件降伏の報に接し樗然とする︒

がくをん

に入り︑林口駅で夜を過ごす︒
八月十二日

曇り勝ちの天候︒牡丹江に向かう︒途中軍の待避状況︑山地の陣地
かぱりん

構築の状況などを目撃しながら樺林に着く︒樺林駅で獣医︑教職員等

状況を判断して善処されたい事を高木君以下に伝言を依頼して別れ

始めて陛下の大御心により︑ポツダム宣言受諾の用意ある旨連合国に

兵舎に当てられた民間の宿舎に落ち着き︑宿の主人から情報を得て

デマか？︑真実か？．︑判断に苦しむ︒

牡丹江に入る︒兵事部に出頭したが何ら要領を得ない︒﹁牡丹江の編

通達し︑停戦の詔勅下ると聞き万事夢のごとし︒

に帰還命令が発せられ︑豊田︑佐野の両教員は帰団する︒

成は既に完了した︒﹂とも言い︑﹁君達は現地を死守するのが任務ではな

川分会で急ぎ引き返す事に一決したが︑時既に遅く林口はソ連軍に占

発する︒綏化に弥栄︑千振地区の避難民が来ると聞いたが︑大八洲の

村山︑若松︑馬場︑今井の四君︑召集解除になり綏化に向かって出

八月十六日

領されて佳木斯行の列車はない︒やむなくハルビン経由で現地帰還を

避難状況はつまびらかでない︒

いか︒﹂とも言われ︑また﹁死んでも犬死にだぞ︒﹂とまで放言され︑樺

図ってハルピンに向かう︒貨車の屋根の上に乗る︒

途中敵に追われているような感じと︑種種のデマ放言を聞きながら︑

現地の消息も相変わらず無くて苦慮する︒やむなく一応地段街の師導

佐藤以下十名召集解除になり︑綏化に行こうとしたが連絡方法なし︒

八月十七日

なんとなく八百長戦争のような︑言うに言われない不愉快な感情に支

学校に落ち着き︑満拓や省︑県の連中と協議の上現地入りの方策をた

八月十三日

配されながらハルピンに着く︒憲兵隊で情報を聞けば︑綏佳線は不通︑

て︑資金調達に数日を過ごす︒

八月二十四日

佳木斯は激戦︑牡丹江は敵襲等等︒佳木斯からの連絡は絶え︑弥栄︑

千振などは既に全滅しただろう︒現地へ帰っても無意味だし︑帰る方

佐藤が満拓のハルビン地方事務所で資金受領の上現地入りしようと︑

満拓に出頭した折︑ソ連軍の日本人狩りに引っかかりそのまま連行し

隅

法もない︑と言われ途方にくれる︒駅の構内に宿り今後の行動につい
て種種打ち合わせする︒
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抑留され︑香坊駅に一夜を明かす︒
八月二十五日

早朝香坊駅にて貨車に乗せられ牡丹江方面に向け移送される︒同日
たど

残余の師導学校在住者全員が︑学校から連行抑留され同じ運命を辿る︒
八月二十八日

横道河子まで来たが鉄橋が破壊されていて通ぜず︑下車し徒歩で牡
丹江方面へ行軍︑道林を過ぎて夜に入る︒同行の関屋専輔︵大林団長︶︑

崎山校長︵八富里︶等と話し合い現地入りを企て︑夜に紛れて佐藤︑崎
山︑山根の三名はソ連兵の監視のすきを見て逃亡し山に入る︒
八月二十九日

雨の降る山の中を夜通し歩き︑山頂に出て一寝入りする︒続いて二
晩三日︑人里離れた山また山の雛の中を歩き通す︒北へ北へと進み二
道河子で牡丹江を渡り︑千振へ向かう計画だったが︑山根︑崎山両君
は疲労の色を見せ前途多難︑心細くなる︒

向け護送される︒
八．月三十一日

昨夜は海林収容所前に夜を明かし︑本日海林に収容される︒

同収容所内にて応召中の団員︑安藤惣太郎︑高橋信栄︑高橋寛一︑

安部英雄︑小浅忠助︑星川市五郎の各君等も見られ数回面会する︒

九月二日

八月二十五日にハルビン師導学校から佐藤より一日遅れて抑留され

た船山君以下九名は︑本日海林収容所に入り合流する︒

九月十日

現地から避難婦女子を引率した富田字一郎君は︑本日海林収容所に

入る︒避難状況をつぶさに聞きとり苦労の程聞くに耐えない︒

一行は丘一つ向こうの海林農産加工場跡に収容されている様子だが︑

抑留されている身で連絡する方法もなく数日を過ごす︒
九月十六日

らこ

今日︑海林から牡丹江に移送される︒

途中拉古収容所に収容中の団員老人婦女子に会う︒張りめぐらされ

八月三十日

朝︑日本軍数名と山中で会い︑情報を交換︒彼らは林口より二道河

たバリケードを中にして︑ソ連兵に銃剣を突きつけられながら涙の再

ぽたんこう

子を経由南下する方針であると言い︑まだ終戦の事実を知らず︒戦意

会数刻︒充分自重するよう話して別れ︑牡丹江の収容所に入る︒

おうせい

旺盛過ぎるので︑終戦の現実をつまびらかに話し︑ようやく納得させ

牡丹江収容所の抑留生活旬日にして︑牡丹江抑留者のうち拉古に家

九月二十七日

午前十一時ごろ空腹を感じる︒逃亡三日目で食糧欠乏︑折を見て食

族のいる者一千名は拉古に移動の許可が出て︑宗光彦団長に送られて

て別れる︒

糧補給の方策を研究しながら丘の上で昼寝のおり︑急激に射撃を受け

拉古に向かい︑拉古収容所に入り団の家族と合流し以後行動を共にす
しゆうび

る︒危く九死に一生を得たが捕縛されて︑近くの部落に連行しソ連軍

る︒老人婦女子一同愁眉を開く︒

煮んとう

に引き渡される︒住民から苞米饅頭をもらって空腹を満たし︑海林に
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いかん

心にかかる方正方面の残留者の消息如何？︒

宿舎は西陽区菊水町の陸軍官舎跡で︑村山︑豊田︑今井の三君が綏

あんど

化より弥栄︑千振等と南下︑日高見︑新生と共同で宿舎の準備をして︑

最後の召集でハルピンに入隊︑八月十六日に召集解除になった村山︑

る︒安心し過ぎる事を警戒しながら︑共同炊事による栄養摂取に全力

もてなしに生きた心地がする︒離団以来はじめて温かい寝床に休養す

本隊の南下を待機していたもので︑一同はじめて安堵︑同志の温かい

今井︑馬場の三君は豊田校長とともに綏化地区の避難民中に︑弥栄︑千

を傾け︑越冬の準備工作に入る︒日高見開拓団の後松先生︑桝田源氏

ａ村山君外三名が綏化より長春に至る概況

振方面の避難民もいるとの情報をきき︑即日ハルピンをたって綏化に入

ハルピンに着いて乗り換えの際分離した︑伊藤貞蔵君の率いる一隊

以下の温情に感泣する︒

やむなく弥栄︑千振両団の警備に当たるため小銃を借りたが︑翌十七日

は長春におらず︑どうした事か心にかかる︒奉天か大連まで南下して

ったが︑弥栄︑千振両団の家族だけで︑大八洲の消息は皆目分からず︑

武装解除の余儀なきに至る︒やむなく日高見開拓団員や︑新生義勇隊開

いる事だろう︒

一方︑外部への雌蹴ぎ︑お萩つくりと販売をはじめ生活の足しにす

はぎ

り︑越冬に対する共同炊事と︑共同作業の道場つくりに着手する︒

宿舎の北側に破壊された空家があるのを利用して共同炊事場をつく

十月十八日

十円ずつを受領︑越冬生活の準備を進める︒

民会に団員避難者名簿を提出︒当座の生活資金として一人当たり三

十月十六日

要を報告︒おりから満拓で開かれた開拓団長連絡会議に出席する︒

長春市日本人会本部に出向き︑本団の避難状況︑長春到着の経過概

十月十五日

拓団と行動を共にし︑約一カ月間滞在する︒その間佳木斯医大病院に入
院中の安部仁栄君に遇う︒九月七日に綏化を出発︑南下して十日に長春
に着き︑蔀轆塑雌女学校に収容されて五日間を過岑﹂し︑十五日に西陽区菊

水町の旧陸軍官舎にうつされ︑日高見︑新生の両開拓団と共同戦線を張
り︑本隊が南下してくるのを予想して︑受け入れ準備を進める︒馬場要
之助君は弥栄村の大半と行動を共にして南下︑大連にて越冬する︒

４長春における越冬生活の状況
十月十四日
昨十三日ようやくハルピンより乗車︑夕刻出発︒寒夜の無蓋貨車の

旅に震え上がりながら本日長春に到着︒下車しようとしたおり︑腸炎

るｏ団の特技を生かして孵峰つくりも始めようと︑共同炊事場に加工

場の施設計画も加え︑民会補導部に連絡︒炭鉱への出稼ぎ︑その他の

のため衰弱はなはだしく︑懸念していた大友ふさ子︵二六才︶さんはつ
いに死亡する︒駅に日高見開拓団の安部源治氏の出迎えを受け︑先発

就職方法なども種種交渉したが︑なかなか思う様には進捗しない︒

しんらよく

した諸君がいるときく宿舎に案内をこう︒
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十月二十日

冬期の野菜の不足を補足し︑避難途中の栄養不足を補うため豆もや
しつくりを始める︒田中喜太郎︵五八才︶さんはついに他界する︒

十月二十三日

応召中の柏木正雄君が偶然かえって来た︒思いがけないめぐり会い
である︒間島︑吉林方面から回って来た由︒
十月二十四日

改修中の炊事場が完成し︑空き家も見違える程よくなる︒一同総力
を結集し︑まず共同炊事による栄養補給と︑苦難の越冬に対する万全
こうじむろ

の策を樹立すべきであると考え︑加工場︑麹室つくりもはじめる︒
西安炭鉱行きを中止し︑長春での越冬戦線を立て直す︒
婦女子部隊は逐次外部での蹴ぎに精を出す︒働くところに食あり︑
がんぱ

と一同大いに頑張る︒

十月二十七日

午後︑避難以来の戦病死者の合同慰霊祭を営む︒お世話になった日

過日の初の麹つくりもよく出来て今日から味噌を仕込む︒団におけ

る加工技術者は皆応召中でおらず︑素人の我流で経営が成り立つかど
うか？︒

近ごろ豆もやしもよく出来て売り出しはじめた︒これでも飯を食え
るか？︒

しかも満洲の首都であった所での︑田舎者の避難生活の前途が思い
やられる︒

途中の疲労があらわれて病人が続発する︒

しよ︒？ゆ

十一月十八日

醤油をつくる︒近ごろは味噌の出来も良好︑心配した程でもなく︑

どん底の生活から一歩向上︒各その分担を果たしながら朗らかに仕事
に励む︒

十一月二十一日

同班の福島開拓団︑隣組の大日向開拓団はじめ︑近所多数の開拓避

かまねぎ

難者より種種協力を得て事業はますます活況を呈する︒

加工場の釜の余熱を利用して葱の軟化栽培をはじめる︒

ぽたもち

高見の同志を招待し牡丹餅を仏壇に供え︑一同も舌鼓を打つ︒現在の

柏木君を派遣したが︑奉天部隊からも︑方正方面残留者からも何ら

画する︒

になり金三千円也を貸出される︒有意義に金を生かして使うように計

民団本部に味噌︑醤油の醸造経営資金を申請中のところ︑本日許可

十一月二十三日

残念でならない︒

の消息もない︒連絡の方途を講ずるが思うようにならず︑非力の至り

環境が環境だけに皆も心から喜ぶ︒柏木正雄君を奉天部隊に派遣する︒
途中の無事である事を祈る︒
十一月一日
こうじむろい

改修中の加工場がほぼ仕事が出来るようになり︑今日初の麹の室入

れをする︒近田百代さんを担当者に定める︒豊田校長は同郷の縁故者
をたどって転出する︒

十一月五日
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十二月十日
高橋辰左衛門夫人トキ︵三八才︶さん病死︒さきに弘子さん︑康弘君
病死︑康彦君は方正残留で絶望︑一家全滅申し訳なし︒

Ｏ

最近病人の状態は自ら死に急ぎする傾向がある︒いわゆる敗戦病か
ワも

精神力で生き延びてもらいたい︒大いに気合いを入れる︒生きる希
望を失う悲哀を感じる︒

十二月十五日
町の有志門松某氏と協議︑葱の軟化栽培に本格的に乗り出す︒
十二月十七日

一月二日

いわゆる二日の唱え始めで︑午後全員の演芸会を開く︒夜にはいり

ますます元気を出し︑希望の年の出発をにぎわす︒

これより毎月一日︑十五日を公休日と定め︑演芸会を開く事にする︒

一月六日

からふと

民団西陽支部に難民救済のため配給する味噌の納入契約が成立し︑

今月は一・五トン納入と決定する︒契約団体は本団と︑千振︑樺太の
三個団であった︒
一月十三日

高橋倉雄君が鮮卿勝鉱より訪れて来る︒奉天の状況を知らせた後︑

皆でよってたかって根掘り葉掘り状況を聞きただす︒

帰りに奉天に立ち寄り︑柏木君以下によく連絡するようことづけを

応召中の対馬武雄君が偶然かえる︒至極元気であるが妻子は方正残
留隊にあり︒

頼む︒最近民団に飛脚便があると聞き︑奉天に連絡の書状を取りまと

が他界した状況を知り︑一同感慨無量︑今後の健闘を望む︒

奉天も病気のため︑伊藤貞蔵君︑遠藤栄太郎君︑笹村重君以下多数

待望の奉天からの便りが来る︒柏木正雄君の健闘に感謝する︒

二月五日

て工場本位に仕事を進めるように仕向ける︒

最近の加工場の仕事は繁忙を極め︑なるべく出稼ぎの者を引き寄せ

清掃検査が実施された︒

一月十五日

めて差し出す︒

十二月二十五日

十時より西陽地区の避難死亡者の合同慰霊祭が執行される︒対馬武
雄君を方正方面の残留者の救出に派遣する︒
十二月三十一日
おおみそか

大晦日︒避難中の疲労もようやく回復し︑平常の栄養状態にかえる︒
もち

今年の悪年を忘れるため︑餅をついて忘年会︒来る年こそ新しく立
ち上がる年として迎えよう︒
昭和二十一年一月一日

鳶

最悪から・・⁝・・最低の生活から⁝・・・・灰の中から立ち上がる︑伸び
も

ようとする力︑萌え出ずる力を誰が抑えられようか！︒
年改まり皆も元気で立ち上がる歳の第一歩を踏み出す︒
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二月六日
本団の更生状況がよろしいとのことで︑民団より模範隣組の指定を
うけ︑今後ますます活躍するように申し渡される︒皆の協同精神発揚
の賜物であろう︒

二月十日
奉天より若松竹次郎君︑方正より加藤保君が同時に連絡に来て︑双
方の状況を知る︒方正における高木君以下の苦闘には頭の下がる思い
がする︒

二月十七日

方正の残留者救出に若松竹次郎君を派遣する︒さきに派遣した対馬
はつしん

武雄君はハルピンで発疹チフスに冒され苦しんでいるらしいｏ
二月二十一日

西陽支部で西陽地区協同組合創立委員会が開催され︑組合設立に関
する打合せをする︒先月からぽつぽつはじめた濁酒製造が今月に入っ
て本格的に進展︑最近大多忙になる︒
二月二十三日
西陽地区協同組合が結成され︑本日創立総会が開催される︒

三月八日
協同組合から工場拡張の更生資金を借入れする︒︵金八千円也︶

三月十日
方正部隊の高木樺五郎君以下十四名が若松竹次郎君と共に本朝未明
到着する︒

申すべき何ものもなく︑ただ涙がすべてに通ずるのみであった︒

三月十五日

もち

公休日で方正から来た諸君の労をねぎらい︑餅をつき︑演芸会を催

す︒夜に入りますます盛況を呈する︒
三月二十二日

全体会議を開き︑陽春と共に団の進むべき方向︑特に営農に対する
方針︑方策を協議する︒

四月二日
ま身︑つ

かねて民団の指導のもとに準備を進めていた営農を本格的に進める

事にし︑本日温床の蒔付けをする︒

四月七日

温床資金の貸付をうける︒︵金七千八百円也︶

四月十日

終戦以来閉鎖されていた学校を開設する事になり︑本日西陽地区小

学校の開設始業式が行なわれ出席する︒
四月十九日

百二十五キログラム

雌豚一頭を購入︑飼育を開始する︒二百五十斤の大豚で価格は五千
円であった︒

陽春となり生活も落ち着く︒冬期間一カ月二回の公休と︑蒸気消毒

の実施と︑緑園地区にいる加藤君が診療防疫に見回ってくれたので︑

発疹チフスにかかる者も他よりは少く︑心配した冬将軍もどうやら克
服することが出来た︒

サンシヤソ一・三アール

二・一ヘクタール

五月に入り畑作班も本格的に活動し︑畑三胴︑温床四十坪の作業を

通して︑懐かしい故山︵大八洲︶のさまを思い浮かべること切切たるも
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のがある︒

五月二十八日

対馬武雄君の結婚式を挙行する︒東北団長木村太一郎氏のお世話に
より︑新婦は東北村出身の方である︒

六月九日
西陽更生市場に売店を開設︒売り出した代用ビールを主とし︑生産
物を出品し今日店開きする︒
六月十八日
粉末味噌の製造を開始する︒
内地帰還近しの情報がしきりに流される︒
六月十九日
西陽地区開拓団体戦災物故者の合同慰霊祭が行われ一同参列する︒
六月二十三日

高木樺五郎君を奉天に派遣する︒三月以来奉天から連絡がたえて以

百六十キログラム

満し生体で三百二十斤あった︒難民の豚飼いも無意味でなかったこと
を喜ぶ︒

早春来帰還説に動かされ︑ややともすれば農民の真面目を忘れ︑土

に就く事がと角うとんじられ勝ちな風潮の間に処して︑名利を捨て全

かい

員一致︑よく加工場の経営に当たるかたわら︑民団の指導により長春

そ欠司い

市政府から土地を借りうけ︑朝に夕に土に親しんだ甲斐あって三胴の

こじきごと

蔬菜畑の生育もすこぶる良好︒隣接の中国農民でさえ驚異の目を見張
る有り様であった︒

昨年夏︑団のすべてを放棄し︑無一物で乞食の如く長春につき︑難

民の名をきせられながら︑一同奮起協力︑受難の越冬生活を終え︑不

自由ながら再び百姓の真面目を発揮し得た事を心から喜ぶ︒

味噌︑醤油の工場も動き︑畑作も順調で豚も肥満した︒人間界の変

転をよそに︑自然界には異変なしか︒

長春においての政変数度︑街は兵火に焼かれ住民は苦しんでも気候

なす

はいたって順調で︑離礁は肥り︑トマトは伸びる︒七月に入り成育は

ますます進み︑熟すばかりのトマトを見︑収穫を待つばかりの茄子の

来数日前はじめて汽車の運行があったので︑気になる奉天の状況視察
を兼ね︑状況により早期帰国か？︑合流か？︑柏木君と協議の上善処

色つやを見ながら︑その筋の命により故国帰還の準備に入る︒

長春で越冬中死亡した者次の通り︒︵敬称略︶

と︑自らを慰める︒

きく見ればアジア建設の幾分かの目に見えない役目を果たし得るもの

霊と共に︑皆の魂のこもる発育のよい蔬菜を︑中国に捧げるのも︑大

ささ

丹精こめた畑の蔬菜の収穫を見ずに帰る心残りはあるが︑百余の英

するよう依頼する︒

六月三十日

帰還の際の携行食料として民団から乾パンの製造を依頼され︑かま
どを造りパン製造をはじめる︒

七月四日
とさつ

帰還用副食物の鉄火味噌の製造を依頼され︑着手する︒

支部の救済配給用に豚を納入することに決し︑屠殺する︒丸丸と肥
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氏名
大友ふさ子

年令

死亡年月日

年月

二○一○一四

一一一ハ

才

二○一○一九

二一二一八

二一二四

一二一二九

二○一二三○

二○一二二九

二○一二一八

二○一二一○

二○二一六
二○三二三
二○二二四
二○二二八
二○一二二
二○一二四
二○一二四

二○二二
二○二八

二○一○三○

二○一○二三

二○一○二○

二○一○一九

女三四
三
六
三
六
五
四 三 五 八 四 五 八 二 五 二 四 一 五 六 五 ○ 四 六 八 八

村山ハル

高橋康弘
田中喜太郎

滝口吉忍
高橋金八
星川孝子
滝口八洲男
村山あさ子
高橋いせを
鈴木美恵子

滝口実
安部輝子
鈴木信子
鈴木ゆきゑ

高橋トキ
水戸部勝輝
鈴木寿英男

鈴木なを
鈴木幸一

斎藤まん
小浅トク

日

発疹チフス

胃腸障害

大腸炎

胃腸障害

胃腸障害

発疹チフス

肺炎

百日咳

心臓麻陣

胃腸障害

胃腸障害

大腸炎

大腸炎

大腸炎

肋膜炎

老衰

老衰

急性腸炎

急性腸炎

大腸炎

備

大腸炎

氏名性別年令
安部イソ子女二六

船山洋子女一一
田中ゑい女三五

才

年月日

死亡年月日備考

二一四三大腸炎

二一四二三腹膜炎

二一五二八脊髄カリエス

５方正に越冬せる高木樺五郎君以下の状況

だあらるみ

八月二十一日

大羅勒密にて本隊と分離され︑退却して左方にある鹿児島開拓団国

民学校に避難する︒午後二時ごろ出発し夜行︑途中約二時間仮眠する︒
八月二十二日

未明日本軍仮宿舎に到着ｏ午後三時ごろまで休憩︑それより縦離醒
かわはぱ

上流の渡河準備をする︒河巾約五十メートル︑深さ三メートル︑張ら

できしいかだ

れたロープを頼りに河を渡ったが︑老人婦女子は中間で押し流され︑

鈴木つぎ︵五八才︶さんはついに溺死する︒無理と認め筏を組みそれで
全員渡河を完了する︒

渡河の際の斎藤笑子さんの奮闘は目覚しく︑数回往復して荷物や子
供等を運びわたした︒

河岸より一キロの地点に野営する︒
八月二十三日

早朝引き返して道路に出る︒途中右方から二回にわたって射撃をう

け︑滝口登美三︵十七才︶君は頭部貫通銃創を負い戦死する︒十一時で

あった︒同行の他の開拓団にも戦死者があった︒現場を出発して約四

キロの地点で休止︒それから本団と若干の他の開拓団は山間に入り野
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女箭
女女男女男男女女女女男女女女男女男男男男

考

営する︒斎藤たまさん一家は他の開拓団に紛れこみ分離する︒
八月二十四日
朝十時に出発したが道に迷い︑また元の道路に出て川づたいに上り︑
満人部落に着き一泊する︒
八月二十五日

早朝出発︑満人の道案内を雇ったが︑再三元の場所に引き返し満人
部落に泊る︒

八月二十六日
朝道案内を雇い︑方正に向け出発︑昼過ぎ三河家部落に着いて一泊︒
八月二十七日

徳木里前方約三キロの地点にソ連軍がいるとの情報あり︑山道に入
る︒夜は山中に野営︒

八月二十八日

朝出発し十時ごろ千山に着いたが︑ソ連軍が警備している様子なの
で直ちに山を下り︑二家里屯に行き日本軍に会って状況をきく︒伊漢
通開拓団本部部落につき国民学校に宿泊する︒疲労のため二十九日も
滞在して休養する︒

八月三十日
朝伊漢通を出発︑正午ごろ方正に着く︒合作社倉庫に宿泊する︒
八月三十一日
ソ連軍の命により西雲部落まで引きかえす︒西雲部落に十月二十八

日まで滞在︒その間ソ連軍から日本軍の残した米の配給を受け︑千山
付近から運搬する︒

いらん

八月二十一日に分離した若松竹雄君外八名は依蘭開拓団と行動を共

にして︑中和鎮開拓団に二泊し︑武装解除をうけて流浪︑伊漢通から

方正に入り︑九月一日から十八日まで水利組合に収容され︑十九日に

西雲の高木樺五郎君らと合流する︒

十月二十九日

西・雲部落は危険なため︑方正水利組合に避難しここで越冬する︒

越冬期間中に惜しくも十四名の犠牲者を出した︒反軍の襲撃を受け
ること三回に及ぶ︒

加藤保︑秋葉利夫の二君を長春の本隊に連絡に出す︒

二月十五日

方正を出発して珠河に向かう︒千振の部落は馬車︑牛車を雇って出

発したが︑金のない悲しさ︑一行十四名は徒歩で寒夜を歩き通す︒
二月十六日
満人部落に宿泊する︒

きようしんじ

二月十七日

來心子着︒九日間滞在する︒満人の薪伐りなど雑役をやり若干旅費
を調弁する︒

二月二十五日

出発︒約十五キロ位歩いて満人部落に着き一泊︒
二月二十六日

早朝出発︒延寿県に入る︒朝鮮義勇隊の世話になり満人旅館に宿泊
する︒
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二月二十七日
柳河村に入る︒朝鮮義勇軍分所に一泊︒
二月二十八日

早朝出発︒満鮮系混同部落につく︒食事は満鮮人の厚志をうけ︑宿
泊は満系の事務所を借りうける︒

三月一日
朝出発の際満人学校の厚志により現金四十五円をもらい感謝する︒
珠河に向かい午後三時ごろ珠河街に入り︑鮮人旅館に宿泊する︒

三月二日
珠河駅より乗車する予定で列車を待っていたが︑列車は停車せずに
置き去りにされる︒夕刻まで待っても次の列車は到着せず︑やむなく
駅前の満人旅館に宿泊︑一人当たり五円の宿泊料を出費する︒

三月三日
珠河駅発午前九時︑ハルピンに向かう︒午後新香坊着︑夜ソ連軍の
物品検査所で身体検査を受け満系旅館に泊る︒

三月四日
朝出てハルビン民団本部に手続きをし︑夜某寮に泊る︒

きなど箆芯謹歴なる︒

三月九日

午後二時ハルビン駅発︒南下して長春に向かい午後十時長春着︒駅
前の満人旅館に宿泊する︒

三月十日

朝未明に出発︒西陽区菊水町の本隊と合流する︒大羅勒密で別れて以

来七カ月ぶりの再会︒感無量で言うべき言葉もない︒

方正で越冬中に死亡した者左の通り︒︵敬称略︶

氏名性別年令死亡年月日備考
才
月
日
遠藤栄一男二
二年
○八
一
腸疾患
高橋康彦男二二○九一腸疾患

斎藤照子女一二○八二五腸疾患
遠藤満子女四二○九一八腸疾患
島貫清子女三二○一○三腸疾患
島貫暁子女一二○三一五腸疾患
浅野真秀男六二二○三二七老衰

浅野昌美男五二○一二四発疹チフス

対馬よし女三一二○一二三○発疹チフス

今井英四郎男六一二一五腸疾患
今井文江女九一二一二五腸疾患

三月五日

知らされ︑早速高木︑若松の二君が民団本部に行き問い合わせる︒す

今井コト女三五一二一二五腸疾患

寮の幹部から︑長春方面からの大八洲の出迎えの者が来ている事を

ぐに長春の本隊から出迎えの若松竹次郎君と面会︒長春の状況を聞い

対馬靖範男六一二一二三腸疾患

斎藤富子女二六一二一二五発疹チフス

てよみがえった心地がする︒

民団の指示により花園国民学校に入る︒五日間の滞在中に乗車手続
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島貫せつ女二七一二一二八腸疾患

備と方策によって︑一同の健康上憂える事もなく︑至極平穏な旅が出

ころル︾フ

来る︒

展開する︒

八月十八日
安部仁栄︵二五才︶君病死する︒

佐世保収容所に入り︑諸手続きを済ませ︑九月十一日郷里に向かつ

上陸する︒

防疫戦四十余日︒ようやく悪疫も終息し︑隔離から解放されて本日

九月九日

期発疹チフスを患い再び衰弱︑故国上陸を前にして永眠する︒

後本隊に合流して今日に至った︒一時病気は快方に向かっていたが冬

市民と避難列車で綏化経由長春に南下︑西陽区に在り︑本隊が長春着

昭和十九年より佳木斯医大に入院加療中であったが︑終戦後佳木斯

チヤムス

レラ保菌者が続発して当分上陸の見通しつかず︑一同必死の防疫戦を

進駐軍の指令により佐世保に回航︑三日佐世保で再び検便の結果コ

八月一日

検疫の結果コレラ患者発生︒上陸を中止され一同がっかりする︒

七月二十九日

途中幸い波静かにして安楽な航海を続け︑二十八日舞鶴港につく︒

ＶＯ二十七号で︑一行二千五百名は思い出の満洲におさらばする︒

検査︑検疫の後乗船し︑黄昏近く出航する︒

たそがれ

諸準備完了︒乗船許可が出て︑朝錦県を出発する︒胡慮島に到着し

七月二十四日

浅野照子女一五一二二六腸疾患

斎藤勲男五二一二五腸疾患
安部ミッギ女二五二一二七流感

今野芳春男八二一二八腸疾患
浅野みち子女二六二一二二六発疹チフス
しの

働くにも仕事はなく︑住居は破壊されて寒さを凌ぐに足らず︑医療設
備はなく︑衛生施設もない︒野菜の補給の道も絶え︑与えられた少量
こうりやんもみ

の高梁と籾の越冬生活の様相は︑回想するにもしのびない︒

ｄ長春出発郷里到着までの概況
七月十七日
につきよう

もく

長春市日僑遣送第二十四大隊第三中隊に編成され︑早朝十カ月間住

と雲フささ

みなれた西陽区菊水町の︑幾多同志の霊が静かに眠る墓前に無量の黙
祷を捧げ帰国の途につく︒南長春駅より乗車︑一路南下する︒
七月十八日

早朝︑十有余年前渡満当初︑数カ月間修養道場として住んだ北大営
や柳条溝を︑朝もやの中に左に見て奉天に入る︒
奉天で越冬した同志諸君の消息を知りたいが︑確聞するすべもない︒
既に送還されて故国にあるものと判断するより外ない︒
七月十九日
きんけん

早朝︑錦県に着いて収容所に入る︒検疫︑乗船手続き︑その他で数
日を過ごす︒昨年の避難の旅と異なり︑あらゆる角度からの覚悟と準
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て出発する︒

Ｚ奉天において越冬せる者の経路概況
十月六日
全員南下の予定でハルビン駅構内で乗車の際︑ソ連の軍用列車であ
ったため乗車を制限され︑伊藤貞蔵君外四十三名は︑とり残された同
志と別れて南下する︒

十月八日
奉天駅着︒徳永大隊一行は北満避難民の集合で︑むしろやござを雨
あきかん

具にし︑空罐を食器にするような︑みすぼらしい難民の奉天入りの第
一陣だったので︑市民に厚い同情をもって迎えられ︑感謝する︒
民団の指示により︑青葉町五条通り元国際倉庫に入る︒
十月十六日

今後の方策を協議し︑倉庫から疎開するかどうかを検討したが︑会
議の結果現状維持に決する︒
十月二十二日

遠藤栄太郎君は︑市内の三和公司に住み込み勤務することになり分
離する︒

十月二十三日

屋台店で働いたり︑炊事︑埋葬等の民団の使役に昨蹴ぎして︑その
日その日を過ごす︒

十一月一日

長春から柏木正雄君が連絡に来る︒茶菓で一同懇談︒長春の同志の

模様を伝え︑全員一カ所に集結できる事を望み︑北上して長春の本隊

に合流するようにはかったが︑意見まとまらず︑大体このまま帰国の
時期到来を待つ事にした︒
十一月三日

希望者だけでも北上し︑長春行きを志したが︑列車は運行停止中で

見込みなく︑越冬策を苦慮するが何らの方策もたちそうもない︒
十一月十日

三和公司に疎開した遠藤栄太郎君を中心に越冬策を協議し︑三和公

司に疎開を依頼する︒伊藤貞蔵君病む︒
十一月十一日

疎開希望者は柏木正雄君が引率し︑三和公司に移って生活方策をた

て︑残留希望者は相変わらず国際倉庫にとどまり︑富田字一郎君が統

かま茜

轄することに決する︒

十一月十二日

家屋修理︑釜場つくりを開始︒女連中は行商及び三和公司の手伝い
などする︒

十一月二十四日

柏木君以下病人続出︒死亡者も相次いで生活戦線は混乱する︒

昭和二十一年一月一日

昭和二十年は悪年の絶頂で︑考えるだけでも身ぶるいがする︒今年

こそよい年を迎えようと考え︑せめて正月の三日間を愉快に暮らそう

と︑手料理に舌つづみを打ちながら故人を忍び︑前途に幸あれと祈る︒
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一月五日
長春行きの列車通過のうわさあり︑希望をつなぐ︒

と識が無事だろうか？︑気にかかるｏ加藤老と高木君の無事な事は確

かで︑両夫人の喜びはことのほかである︒

いよいよ長春の本隊に合流しようと相談一決するも︑神は我我を見

三月二十一日

長春行きの列車が開通したら︑三和公司と国際運輸の人人が会合し

捨てるのか︑またも国共両軍の雲行きが険悪となり︑鉄道が爆破され

一月七日

北上に決する︒汽車賃は他の力に頼らず︑協力一致して稼ぎ出す事に

て列車は不通との報が伝わる︒一同不運を嘆く︒

ろと乗船手続きで明け暮れる︒

乗車して一路南下し胡盧島に向かう︒同日胡盧島収容所着︑いろい

五月二十三日

着く︒同夜は同所に宿泊︒

じる奉天の生活であった︒午後三時分区前に集合︑六時に北奉天駅に

苦難の生活八カ月の奉天に別れを告げる︒過ぎ去れば今更懐しく感

五月二十二日

内地帰還が発表される︒

四月二十七日

不能に陥る︒好調の矢先前途の光明を失う︒残念至極︒

共産軍のため発電所が爆破されて︑製粉機は回転せず︑黄粉製造も

四月十五日

帰国のうわさが流され︑そわそわする︒

四月一日

念する︒

連日高橋倉雄君に列車開通の有無を調査させたが︑開通に至らず断

三月二十四日

し︑民会の協助を得て黄粉の製造販売を始める︒
一月十五日
ぶじゆん

撫順で働いていた高橋倉雄君が長春に行った帰途立ち寄り︑長春で
活躍中の本隊の話をされる︒話を聞いて北上の意気ますます強くなり︑
一日も早く本隊に合流出来るよう祈る︒最近ようやく健康を回復し︑
事業も好調︑小康を保つ︒
一月二十三日

長春からの飛脚便が届く︒何度読み返してもあきず︑皆で読み暮ら
す︒長春の様子を知って北上の気分はますます募るが︑このころ再び
長春行きの列車は運行中止︒合流の望み絶える︒

二月五日
若松竹次郎君が長春に出向くといって︑国際運輸倉庫から出たまま
消息不明となる︒心配限りなし︒
二月十九日
高橋倉雄君が撫順から合流︒男手の少ないおり皆力強く感じる︒
三月二十日

元千振在住の土田夫人が︑長春からの便りを託されて到着︒方正残
だれ

留部隊の合流を知り喜び合う︒だが氏名がはっきりせず︑果たして誰
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五月三十日
いよいよ乗船し出航する︒途中海路無事︒

六月四日

氏名
伊藤鶴寿
今野今朝松

富田すぎ
佐藤佐知子

佐世保港に入港︒六月六日上陸︒収容所にて諸手続きに二日間を過
ごす︒

今野寿雄

吉田秀雄

懐しの故郷に向かって出発する︒

渡辺英明

六月九日

奉天で越冬中死亡した者左の通り︒︵敬称略︶

笹村重
笹村おしづ

市川しの

渡辺みやよ

今井良一男五

市川孝子

氏名性別年令死亡年月日
才年月日 備 考
今井ステ女六一二○一○六大腸炎
柏木節子女五二○一○二六
遠藤栄太郎男三三二○一二二一発疹チフス

吉田政寿

今野ふじ

遠藤栄一男二二○一○一二発疹チフス
高木茂徳男一三
伊藤貞蔵男三四二○一二三一発疹チフス

三︑長春市における更生事業業務統計

春︵満洲国時代の首都新京市︶にたどり着いた一行が︑やせ衰えたドン底

終戦後受難の二カ月にわたる放浪生活を経て︑十月十四日ようやく長

二 二 三 四 五 五 六

五五六六四一二四三六四七九三才零

月日

急性腸炎

年月日備考

死亡

年

老衰
老衰

胃腸障害

老衰

急性腸炎

急性腸炎

発疹チフス

大腸炎

発疹チフス

の生活から︑相携えて更生した長春市における十カ月の生活記録である︒

昭和二十年十月〜二十一年七月

男女女女女女男男男男女女男男箭
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