
仙台第８分所（小坂町）訪問記：チェンバレンさん＆メアリーさん 

 

村田則子 
 

10月 6日、羽田発８時５５分、大館能代空港着１０時５分のフライトで、ヘンリー・チェンバ

レンさん、娘さんのレベッカ・チェンバレンさん、そしてメアリー・ジェイン・マコーツ・ブレ

インさんとエスコートの方々は一番最後ににこやかな笑顔で空港に到着した。１０月上旬だった

のでちょうど気候もよく、私たちも寒さを気にすることなく迎えられるのはまずは一安心だっ

た。約一時間後に昼食のレストラン「青銅館」に到着。このレストランは小坂町の唯一のホテ

ル、小坂ゴールドパレスの経営で、主にＪＩＣＡからの研修生が小坂町に来た時に宿泊する施

設。明治から昭和にかけて鉱山の町として栄えた小坂町はその名残を今に残す「黒鉱カレー」が

有名だが、皆さんは丼物を注文した。 

昼食をとりながら来日してから今までの感想などを聞くと、３人とも日本の印象はとてもよかっ

たようだ。成田空港での入国審査では宿泊先のホテル名を聞かされていなかったので、アメリカ人

ならヒルトンホテルにしておこう、と入管の審査官にいわれた、と冗談を言っていた。メアリー・

マコーツさんの叔父は日本人女性と結婚し、メアリーさんは彼女をとても尊敬していると語った。

またヘンリー・チェンバレンさんの娘さんのレベッカさんは沖縄の嘉手納基地生まれ。 

昼食後は車で５分のところにある小坂鉱山事務所を見学。ここで小坂町役場の K課長が皆さんを

迎えてくれ、館内を案内してくれた。1905年（明治 38 年）に建設された小坂鉱山事務所は、かつ

て鉱産額で全国一位にまでのぼりつめた小坂鉱山の全盛時代の生きた文化遺産。 およそ一世紀と

いう時を経て、1997 年（平成 9 年)まで現役事務所として利用されていた。現在は博物館となって

当時の様子を再現しているが、捕虜関係の資料は全くな

い。唯一、資料とまでは言えないが戦後の小坂町の上空

写真が床一面に張られており、そこから収容所の跡地

（写真では森林で覆われている）をかろうじて垣間見る

ことができる。 

 次に「康楽館」を訪れた。1910 年（明治 43 年）、小坂
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伎大芝居など生きた芝居小屋として、また日本最古

級の芝居小屋として親しまれている。この日は運よ

く館長も在館で、巡業中のお芝居も幕間だったので

玄関前で役者さんたちと記念撮影。その後時代劇芝

居のさわりだけだが見ることができ、皆さん喜んで

いた。 

最後に小坂町の細越町長さんへの表敬訪問。私は昨

年 12 月の米元捕虜の妻ドリス・デビボさんとその孫

娘さんに同行してお会いし、今回が２回目だった。小

中央:ﾁｪﾝﾊﾞﾚﾝさん・右：細越町長 

康楽館前で出演の役者さんたちと 



坂町は人口約 5000 人の静かで小さな町だ。昨年もそうだったが、鉱山で働かされていた連合軍捕

虜については町の人たちはほとんど知らない。町長は戦後生まれで当時を語ることができるのは前

助役さん（８３歳）くらいのようで、昨年と同様今回も現地を案内してくれた。やがて、チェンバ

レンさんを囲んで行政の関係者の方々が集まってくださり、終始冗談を交えた和やかな時間を過ご

した。最後に記念写真は玄関前で撮りましょう、との町長の案内でカメラに収まった。帰り際、チ

ャンバレンさんが、皆さんに最後に一言お話をしたい、と言って輪になって耳を傾けた。「二つの事

をいつも忘れないようにしている。一つは、日本人を許そう。二つ目は日米の亡くなった仲間に神

のご加護がありますよう。」 遠来の客を温かく迎えてくれた町役場の方々の胸の中にそれぞれ熱

い思いがこみ上げてきた。次の訪問地、細倉鉱山に向かう彼らの車が遠ざかるまで見送った。 

 

チェンバレンさん＆メアリーさんの細倉鉱山同行記 

                        田村佳子 

 

 チェンバレンさん親子とメアリーさんが 6 日の小坂の旅を終えて一関のホテルに着いたところで合

流。チェンバレンさんたち３人は、疲労困憊、転がるように車から降りて来たので心配したが、夕食の

時間には回復し小坂でのことなどを話すまでに元気になり、一安心。 

 翌日 7 日は早朝に出発。辺りは実りの秋、のどかな田園風景から車が山あいに入るとチェンバレンさ

んは身を乗り出すようにまわりを見ていた。細倉鉱山は 1987 年閉山、2016 年からは細倉金属鉱業（株）

として再スタート。その親会社に当たる三菱マテリアルの東京の総務の人達も待ち受けていた。早速、

事務所会議室で鉱山・会社の概要のスライドを見せて頂き、歓談。 

チェンバレンさんは「ここに来る道中、昔よく見た藁ぶき屋根の家々があるかと探したが一軒たりと

も見つからなかった。当時の人達はまだ住んでいるのだろうか。戦争中に腰を痛め、完全な健康体では

無いが、私はとにかく生き抜き、帰国出来た。亡くなった仲間達のことは一日も忘れることは無く、い

つも彼らの為に祈ることをして来た。この鉱山にいる時、空襲が何回かあった。収容所には被害が無か

ったが、会社側には数回あったようだ」。すると細倉金属鉱業の方が、「その空襲の記録は確かに有りま

す」と発言。「ある日、爆撃しているのを捕虜仲間達と外で見ていたことがあった。友軍機だったので感

慨を持って見ていたら、Ｕターンし帰って行く一機がいきなりまたＵターンして戻って来た。私達の姿

を確認したらしい。まるで、了解した、とでも言うように翼を数回揺らし、また隊列に戻って行った。

それ以降、空襲は無かったと記憶している。何でも是非質問して下さい。その為に私はここに戻って来

ているのですから。当時この辺りにいた人はいないのですか？」会社側からは明確な回答は無く、坑口

跡や記念碑を見に行くことになった。 

戦後すぐ救出に来た米軍が撮影した写真と同じ坑口「通洞抗」で、その上には今も山神の祠があった。

既に閉山しているので、実際の坑口は鉄の柵で遮断されている。チ

ェンバレンさんはそこに真っ先に行って中を覗こうとした。突然、

突っ立ったまま動かなくなった。後方にいた娘のレベッカさんが周

りの人をかき分け、父に近づいて行った。チェンバレンさんの体は

まるで硬直したように微動だにしない。傘に当たる雨音と永久に鉱

山の抗廃水処理をするという流水音がザーザーと聞こえる。辺りに

静寂と緊張が走った。会社の人達も慌てて、車の手配などに走ろう

とする。娘の介抱が効いたようで、しばらくすると体が動き始めた。

（後日、他の捕虜家族に聞くと、これは突然過去の記憶が蘇った時、

← 戦後撮影された捕虜と坑口。今も存在する坑口「通洞抗」 

毎日入坑した上方に山神の祠がある。「通洞抗」前で（米国立公文

書館所蔵。福林さん提供）  

 

 



ショックで体が硬直するという捕虜経験者によくある症状だそうだ。） 

次に、道路を挟んだ反対側の小高い丘の上に立つ記念碑を見に行った。チェンバレンさんは階段をゆ

っくりと上って行く。会社が一望できる所に三菱マテリアルにより昨年立てられた瀟洒な記念碑があっ

た。 

  チェンバレンさんは長い時間をかけてゆっくりと記念碑の全文を読むと、皆の方を向いて、「建て

て下さって有難う」とはっきりとした口調でお礼を述べた。 

車でマインパークへ移動。閉山した坑内をパークとして再利用して

いる。会社側の説明によると、公開に当たり、坑道を全体に広げ、電

燈もたくさん付け明るくなったそうだ。突然、前方で大きな音。急ぎ

近づくと、ダイナマイト発破点火の様子が分かるようにとボタン操作

出来る仕掛けになっていた。心配でチェンバレンさんの顔を見ると、

顔が苦痛と悲しみで歪んでいた。あいにくチェンバレンさんは車椅子、

その場を立ち去れないでいる。 

捕虜達の多くは他界し、今回たった一人で

収容所跡地へ戻り、想いを真に共有する相手

も無く、チェンバレンさんの胸中にはどんな

想いが去来していたのか、知る由もない。 

出口まで近づくと、三菱マテリアルの人達からのお別れのご挨拶とプレゼン

ト贈呈があった。気持ちもすっかり落ち着いたチェンバレンさん親子たちと帰

路に着いた。 

東京駅でのお別れが近づいた時、メアリーさんから話をきいた。父親のマッ

クコートさんは小坂に行く前は横浜の三菱重工造船所で働いていた。私は横浜

市民なのに案内できず残念と、言うと、いや、父は横浜時代が一番辛かったと

生前話していたので、私も行きたいと思わない、と話し始めた。父は海辺で寒

風に吹きさらしになって、寒さと闘いながら作業をした。船に鋲を打つ仕事で、

現在のように消音の道具も無

く、常に大音響の中での作業、その為、父は聴力を失っ

た。子供達の前ではいつも聞こえているふりをしてい

たが、聞こえていないことは子供にも分った。横浜は私

にとっても悲しいところだと静かに語った。 

何故かいつも悲しげに見えたメアリーさん。この言

葉を聞いて、帰り道は足取りが更に重くなった。坑道の

中でチェンバレンさんの硬直した姿やゆがんだ顔。同

行が終わり、時間が立つに連れ、私にとっても重い記憶

となった。 

辛い体験を抱えながら、来日したチェンバレンさんと

メアリーさん。いつも感謝の念を持ってきちんとご挨拶

される態度や平和が続くようにと意味合いを込めて話す言葉に深い感銘を受けた旅だった。               

 

阿里山丸遺族の息子ジョン＆ジョーと小川信巳さんの対面 

三輪祐児・西里扶由子・高田ミネ（記録） 

 

日時；2017 年 10 月 7 日（土）11 時半~12 時半 於上田市内 

対面者；元阿里山丸通信士、小川信巳（のぶみ）さん（90 歳）と元米兵捕虜の息子たち、ジョン・コリ

マインパーク内。発破の音も聞く 

細倉金属鉱業事務所にて 

 

チェンバレン親子 



ン・ホワイトハーストさん（76 歳）、とジョセフ（ジョー）・ブラウンさん（75 歳）。 

 

 

小川さんは戦時中、徴用貨物船阿里山丸の元通信

士をしていた。招聘者 2 名の父親らはフィリピンの

バターン半島やミンダナオで捕虜になり、1944 年

10 月 24 日、阿里山丸でマニラから日本へ移送され

る途中、台湾沖のバシー海峡で米潜水艦の魚雷攻撃

にあい、船は撃沈され亡くなっている。輸送捕虜

1773 名死亡という、死亡捕虜数最大の海没事故で

ある。同行の三輪は戦時中の徴用商船の研究をして

おり、10 年前に小川氏に阿里山丸の聞き取りをし、

高田も同席した。10 年後に阿里山丸の遺族息子たち

と 90 歳の小川さんの対面に立ち会う機会を得て是

非にと同行。西里も通訳として参加。外務省からは

リエゾンの Y 氏と通訳ガイドの K さんが同行。11 時半ごろより、3 人は話し始めた。 ジョ－さんか

ら質問が始まった。“小川さんはどうやって生還したか” 小川；“船が危なくなってきた時退船命令が

でた。筏を船から海面に下ろし、折からの時化で波が高く、船体と筏の間に体が挟まれないように注意

して乗った。海面に筏は 30 隻ぐらいあっただろうか、頭の上を越す波で筏から落ちた時もあったが、

１６時間の漂流後、護衛してくれた春風に助けられた。次のジョンさんの質問は彼らの関心事で核心を

突く質問であった。“沈没時の捕虜たちの様子を教えてください。”小川； 私は 17 歳で船の中では一番

若く、普段は捕虜たちも子供と見たのか、軽くアイコンタクトをするときもあった。しかし、この日魚

雷で穴が開いた船倉のそばで３人ぐらいの捕虜たちは寂しそうな顔で、筏を見ていた。海面におりると

周囲に漂っている捕虜たちが多くおり、１人の捕虜が私たちの筏に掴まっていたが、遠慮したのか、登

ってこなかった。彼に栄養剤（錠剤）をあげた。阿里山丸の沈むところは見ていない。先輩に、そのう

ち、俺たちが引き揚げたら、アメリカの軍艦が助けに来るんだと言われた。”  

ここで、ジョンとジョーが父親の話をいろいろ小川さんに教えた。特にジョーは父親が彼の誕生日に

収容所で作ったブレスレットを見せた。次に小川さんが阿里山丸に捕虜が乗っているサイン、旗のよう

なものを日本側で掲げていればよかったかという話をするとジョーの方から、捕虜を運ぶことは軍の機

密であり、それは日本軍はできなかっただろうと元軍人らしい、見解を述べた。当時アメリカでも民間

人船員が徴用され軍の物資を運んでおり、ドイツの潜水艦に攻撃され、戦時中は仕方のない状況だった

と述べた。ジョンは小川さんに長生きの秘訣や今まで幸せだったかと聞くなど、お互いの人生を振り返

るような質問を続けた。双方が和んだところで残念ながら時間となった。その後、小川さんは地元の信

越放送のインタビューを受け、”戦争はやってはいけませんね“とはっきりした声で答えていたのが印

象に残った。 

帰りの新幹線で西里は２人にインタビューを続けた。戦後、ジョーの母親は再婚もせず、４人の子供

を育て上げたが、経済的には苦労したという。彼のベトナム従軍もこれに関係しているのかと推測した。

一方ジョンの母親は再婚したが、彼は継父の厳しさに馴染めず不幸な子供時代だったが、経済的には恵

まれたと話していたという。 

90 歳の老人が切に願った阿里山丸の遺族との対面はどんな思いから来ているのか、対面後の感想な

ど、日を改めて聞いてみたいと思った。 

 

 

左より息子さん、中央小川信巳さん、ブラウンさん、ホワイトハーストさん 



善通寺収容所（広島第１分所）キャロラインさん 同行記   

          森広幸・小林晧志（記録） 

キャロライン・バークハートさんは 元捕虜の娘 70 歳 。父は故トーマス・F・バークハートさ

ん。彼は 1943.1.15～1945.6.23 まで約 2 年 5 ケ月間善通寺に収容されていた。 

訪問日時：2017 年 10 月 6 日～7 日 訪問先は１～５と順に記述。 

１ 善通寺市立中学校 

この場所にはかって善通寺収容所があったが、現在はその面影はない。到着すると校長室に案内

され、翻訳した捕虜バークハートさんのプロフィールの資料にもとづいて訪問の目的、捕虜の状況

などを説明した。30 分の予定が１時間になった。その後、グランドを少し散策した。 

２ 日本陸軍墓地の一角にある善通寺で亡くなった捕虜の墓石に参拝 

1952 年 9 月に横河敏雄(故人）さんによって建立されたもので、米捕虜 7 名、英捕虜 2 名、及び

豪捕虜 1 名、計 10 名の名前が墓石にカタカナで刻まれている。墓石は古くなり名前はよく読めな

い。花を供え、線香を供えておいた。 

３ 西日本農業試験センター 

戦時中、この土地の山肌を捕虜たちが開墾していた場所で、彼らは Osa Yama（おおさやま）と

呼んでいた。現在は農業試験場になっていて、当時の面影はない。 

４ 善通寺市立図書館 

収容所で経理を担当していた吉田茂中尉の息子さんが寄贈した写真・資料を見ながら、またキャ

ロラインさん持参の写真等も見せてもらいながら有意義に面談した。 

５ 陸上自衛隊善通寺駐屯地内にある乃木資料館 

この館内２階の壁に捕虜収容所の写真・資料が少しだけ掲示してある。 

善通寺駐屯地は、明治 31 年(1898)に旧陸軍第１１師団として創設され、日露戦争(1904－1905)で

有名な乃木希典将軍が初代師団長であった。ほとんどが乃木将軍の写真、遺品の展示であり、自衛

官二人の案内で見学した。 

以上が訪問先の概要ですが、この後、市内見学中に秋祭りの獅子舞のグループに遭遇し、一緒に

写真を撮ったりして、キャロラインさんには思いがけず感動してもらった。 

バークハートさんはフィリッピンで捕虜になり長門丸で移送され、最初に大阪第４分所(多奈川―

現・泉南市）に収容された。その後、善通寺に移送され、そこでは士官として収容所の庭で働き、

ウサギなどを育てたそうだ。 

写真(左)は陸上自衛隊善通寺駐屯地にある乃木資料館前にて。 (右)は収容所の説明版。 

 

 

 

 

 

 

 

 



大嶺収容所訪問 ～ドリスさん＆シャーリーさんに同行して～ 

伊吹由歌子（捕虜 日米の対話：東京代表） 

訪問者：Doris Jean Pruitt(Charles Pruitt 未亡人) , Shirley Steele(Ben Steele 未亡人)  

Judy Pruitt（Pruitt夫妻の娘）, Rosemary Steele（Ben の娘で彼の最初の妻の息子の夫人） 

 

戦時中、ドリスさんの夫、プルイットさんとシャーリーさんの夫、スティールさんは共に、山口

県の大嶺捕虜収容所に収容されていた。 

2017年 10月 6日、12:45羽田発で宇部へ飛び、13:45分着。ＪＴＢ手配の貸し切りバスで宇部興

産へ。記念碑移設に力を貸してくださった K渉外部員が出迎えてくださるが、ゆっくり紹介する間

もなく、ＪＴＢ担当者が「これからの時間を打ち合わせたい」と依頼。現在の宇部興産を紹介する

18分のビデオを一行が鑑賞する間、外務省・ＪＴＢ随員と K氏は室外にて打ち合わせ。ビデオ終了

後すぐにバスに乗ることになった。これから美祢市山陽無煙炭礦業の坑口、白岩の捕虜収容所記念

碑へ回り、6時過ぎに小倉のホテルに入るという詰まった予定のためだった。 

2012年、ジョン・ミムズさんが夫人とともに訪

問した際は、社内の一室に案内され 3 人の社員が

対応。当時の写真を見せ、また石炭掘削作業の 16

ミリフィルムを回してくださり、ミムズさんは喜

び、自分も立上って当時の事を身振り手振り、夫

人に説明なさった。使役会社が受け入れてくださ

った場合、現在の社員と互いに交流する時間を是

非持つことが望まれる。K氏は玄関の卓上に、戦時

下の捕虜労働当時の写真コピーをＡ4 用紙数枚に

コピー、社名とマスコット絵入りビニールケース

に用意してくださっており、各自、頂戴した。 

 

「折角、宇部興産にお迎えいただいたので」と写真撮影を提案、K 氏がミュージアム内へ案内し

てくださり集合写真。捕虜家族は、会社の現在にはあまり関心はない。バスの中で K氏の説明を通

訳しようにも、私は化学物質の英語説明は用意していなかった。ジーンさんは咳がひどく、皆疲れ

ていることは否めなかった。K 氏が「捕虜の食事には気を遣い、国際条約規定の量だけは苦労して

確保したと聞いているんですが」と話しかけてくださり、「ジュネーブ条約は両軍の反対で批准で

きなかったからそれはないのでは。しかし、一般的に日本

軍の食料規定はしっかり守り、大変なご苦労だったと聞い

ています」など率直にお話しできたのは嬉しかった。 

坑口では事務所長が親和寮の写真コピーをくださる。記

念碑では、美祢市教委事務局長、S氏、民族歴史博物館長、

父上が碑の建立に尽力された Mさんなどが待機。男性陣が

女性訪問客に傘をさしかけ、彼女たちも笑顔で良い雰囲

気。「母が泣くのを見たことがなかった」と息子の嫁のロ

ーズマリーさんが JTBガイドに伝え、彼女はそれを K氏に

伝えてくださる。夫ベンさんは、「鉱山に行く途中で村を

通った」とシャリ―さんに話しておられたそうで、彼女は会社の私有道路の両側に

展開する村の風景を楽しんでいた。美祢市教委事務局は「戦後五十周年の証言」を贈呈。私に英訳

の依頼をしてくださった。ドリスさんの風邪も帰国後大事に至らず、両家から素晴らしい時だった

と感謝の便りが届いている。 

宇部興産にて。中央左ローズマリー、シャー
リー（椅子席）、ドリス、ジュディ 

記念碑前にて 
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10月 7日（土）10：20－11：00 （随行者も介添え人も大嶺収容所と同じ） 

いつも思うことがあります。できることなら、どんよりとした曇り空の下で門司港は、はしけが

あわただしく行き交い、捕虜たちを迎え入れる憲兵、俘虜収容所関係者たちの怒号が飛び交い、銃

剣をきらめかせながら俘虜収容輸送船の接岸を今か今かとじりじりとして待っている場面があっ

たらと。 

現実は、とうの昔に埋め立てられた場所に立ち、戦後撮影された上空写真を提示して「ここから

先が海で、ここに接岸し上陸したと思われます」という案内説明が関の山といったところです。か

ろうじて、大連航路の上屋が現存していますが、それすらも綺麗にペイントされており、果たして

案内される側はどれだけのことを思い描くことができるのでしょうか。 

現在の価値基準、価値判断での案内する側、される側の 70数年前までの回帰は困難を伴います。

アスファルトをほんの 10 センチ足らずめくるとそこには当時の空気が閉じ込められていると思う

のですが、いかんせん衣食住が過ぎるほどに満たされている現在です。 

 

到着がおよそ２０分遅れということ

もあり、許された時間が３０分足らず

という誠にあわただしい案内説明です。 

シャーリー・スチールさん（９２才）

は小柄で元気な方で、精力的に自分の

思うがままに歩き回られたのが印象的

でした。残念ながらドリス・Ｊ・ブルイ

ットさんは体調が悪くバス車内からの

見学です。 

昨年の案内時も、クリスティンさんが体調を

崩され、その対処に奔走した事があります。ス

ケジュールを含めての見直しが必要かもしれません。 

しかし、介添え人のジュディさんが明るく対処していただいたのが救いだったような気がしてい

ます。シャーリーさんの介添え人ローズマリーさんは「陽気なアメリカ人」そのままで、こちらが

元気をいただきました。 

 

 

 

門司港にて；シャーリーさん（後ろ向き） 
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