
福岡第 2 分所跡に市民の力で追悼記念碑建立 

 長崎市郊外の香焼（こうやぎ）にあった福岡俘虜収容所第 2 分所跡地に、追悼記念碑が建立され、9

月 13 日（日）その除幕式が行われました。この碑の建立のきっかけは、今から約 20 年前イギリス人作

家のスタンレー・ガイ（Stanley Guy）さんが香焼の収容所跡地を訪れ、その案内をしたタクシー運転

手小松朗さんが、その後も多くの捕虜関係者を案内し、慰霊碑の必要性を痛感したことに始まります。

小松さんは慰霊碑建立に奔走しましたが果たせず、数年前に長崎市議会議員の井原東洋一さんにすべて

を託し、昨年 4 月正式に追悼碑建立委員会が発足しました。長崎原爆病院名誉院長の朝長万左男さんが

委員会の代表となり、1 年以上の募金活動を経て、70 年前に捕虜が解放されたのと同じ今年 9 月 13 日、

ついに除幕式を迎えたのです。 

また今年 4 月頃からＰＯＷ研究会の精力的な調査活動によって、終戦直後に福岡第 2 分所へ救援物資

を輸送中のＢ29 が墜落し、13 名のアメリカ人搭乗員が亡くなり、1 名だけが地元の方々に助けられて

生還したことが判明しました。そこで急遽このＢ29 搭乗員の記念碑も建立されることになりました。 

除幕式にはＰＯＷ研究会から笹本妙子事務局長をはじめとする会員 7 名が参加しました。除幕式を中

心にした、12 日から 14 日までの長崎での取り組みについて報告します。 

 

1日目（9月 12日） 

 

福岡第 2分所跡地を見学する元捕虜の関係者 

ＰＯＷ研究会 7 名は 12 日午後 2 時頃長崎に入りました。宿泊場所のホテルに到着後、英米からの参

加者（元捕虜のご家族）と合流し、バスで香焼の福岡第 2 分所跡地に向かいました。3 時頃香焼中学校

前に到着し、体育館前で笹本妙子事務局長が福岡第 2 分所について簡単に説明しました。やがて別なバ

スで到着したオランダからの参加者とも合流し、香焼中学校校庭の中に入って広い跡地を見学しました。

2009 年に小松さんの案内でここを訪れたオランダ人のシュラム（Schram）さんが、見取り図を手に門

や収容所建物や警備兵詰所などの位置関係を熱心に説明しました。 



香焼中学校裏の幕で覆われた追悼記念碑の前

にはテントが張られ、建立委員会の方々が熱

心に明日の除幕式のリハーサルをしていまし

た。4 時からここで長崎のプロテスタント教会

を中心とする長崎キリスト教協議会の主催に

よる、記念礼拝が行われました。私たちもこの

礼拝に参加し、日本語と英語による聖書の言

葉に耳を傾け、心をこめて讃美歌を歌いまし

た。 

一方Ｐ研会員の田村佳子さんは近くの別会

場で、Ｂ29 搭乗員生還者のご家族と搭乗員を

救助した地元の方お 2 人との会見に同席しま

した。これは長崎新聞の特ダネとして、翌日の

新聞に掲載されました。  

 収容所跡地を説明する笹本さんとシュラムさん 

 

5 時頃私たち一同はバスに戻り、途中で捕虜たちが働かされた川南造船（現三菱造船）の巨大なクレ

ーンを湾越しに見渡せる場所で下車し、当時をしのんでカメラに収めホテルに戻りました。 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              捕虜たちが労働させられた旧川南造船を遠望する 

6 時 30 分頃からホテルの近くのレストランで、Ｐ研主催の歓迎夕食会が開催されました。イギリス

からの参加者 10 名とアメリカからの参加者 4 名、そして東京から駆け付けたスタンレー・ガイさんや

建立委員会副代表井原東洋一さんら計 28 名が集まりました。英国大使館のジュリア・ロングボトム

（Julia Longbottom）公使、英国退役軍人会ホーティン（Arthur Hawtin）会長、ガイさん、井原さん

などがスピーチを行いました。司会の田村さんはじめ、Ｐ研会員の通訳により和やかな歓談が行われま

した。会食後ホテルに戻ると、ホテルでは、タンゲナ・由香里（Tangena）さんを中心としたオランダ

からの参加者と、オランダ大使館のケース・ルールス（Cees Roels）公使や武官、建立委員会代表の朝



長万左男さんなど 30 名以上が夕食会を行っていました。そこに、何度も話題になっていたタクシー運

転手の小松さんが招かれてやって来ました。英米グループ蘭グループともに、小松さんを囲み再会を喜

び、お礼を述べて、夜も更ける中、会は更に盛り上がっていきました。 

  スピーチする英国公使ロングボトムさん    小松さんを囲んでタンゲナさん（右）とクラインさん 

    

2日目（9月 13日） 

 午前 10 時にホテルに集合して、日本人グループ、英米グループ、蘭グループと 3 台のバスに分乗し

香焼へ向かいました。現地では追悼記念碑が白布に覆われ紅白の綱が掛けられて、除幕の瞬間を待って

いました。軍服を着た大使館付武官や米佐世保基地の司令官、大使館関係者、長崎市長をはじめとする

来賓も集まり、多くの長崎市民の方々も参加して、テント内の席に入り切れないほどの盛会となりまし

た。前奏として香焼中学校ブラスバンドの生徒たちが、アメージンググレイスを演奏しました。 

   香焼中学校ブラスバンドによる演奏 

    



除幕式に参列する元捕虜関係者と大使館関係者        朝長万左男会長による挨拶 

 

式典は井原東洋一さんの司会、田村さんの通訳で進行していきました。まず建立委員会会長の朝長万

左男さんのスピーチが行われ、次に追悼慰霊碑の除幕が行われました。 

元捕虜や家族代表、大使館関係者代表、建立委員会代表などの手で綱が引かれ、追悼記念碑が姿を現

すと、大きな拍手が起こりました。続いてやや小さいＢ29 搭乗員記念碑の除幕が、生還した搭乗員ホル

ムさんの家族４人と野下神父の手で行われました。続いて長崎の宗教者を代表して、カトリック教会か

ら 2 名、仏教寺院から 2 名の聖職者の方々が碑の前で沈黙の祈りを捧げました。 

 

建立委員会、大使館関係者、元捕虜と家族代表による追悼記念碑の除幕 



墜落したＢ29搭乗員の家族による記念碑の除幕 

          

           長崎の宗教者代表の方々による祈り 

来賓として招かれた外務大臣、長崎県知事のメッセージがそれぞれ代読され、田上富久長崎市長によ

る挨拶が行われました。続いて元捕虜を代表してオランダ人ヘンク・クライン（H. Kleijn）さんが挨拶

をしました。クラインさんは 90 歳とは思えない張りのある声で、ジャワで日本軍に捕えられ長崎に送

られて以来の、辛い捕虜生活の体験を語りました。そして 8 月 9 日原爆の投下の閃光を目撃し、造船中



の船の下から這い出すと廃墟と化した街の上に巨大なきのこ雲が広がっていった、捕虜たちは戦争が

もうじき終わることを確信して興奮した等と語りました。 

 

 

   田上富久長崎市長の挨拶               元オランダ捕虜クラインさんの挨拶 

  

          献花するクラインさんとオランダ大使館武官 

 

続いて大使館関係者、捕虜家族、一般市民による追悼記念碑への献花が行われました。市民による献

花の列は長く伸び、その中には 70 年前長崎の原爆をあびた方が多く含まれていると、司会の井原さん

がアナウンスしました。 



 

               献花する元捕虜の家族の方々 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左の碑に刻まれた米豪英捕虜の死亡者名    中央の碑に刻まれたオランダ語、英語、日本語の碑文 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  右の碑に刻まれた蘭捕虜の死亡者名          手前に建てられたＢ29墜落記念碑 

 

その後一同はバスに分乗してホテル「やすらぎ伊王島」へ移動し、レセプションが行われました。レ

セプション会場のロビーには、Ｐ研共同代表の福林徹さんがアメリカ公文書館で発見した、福岡第 2 分

所から解放される捕虜たちの写真パネルが展示されていました。オランダ人元捕虜のクラインさんは、

熱心にパネルを見ていましたが、ついにこれが自分に違いないという人物の写った 1枚を見つけました。 

もう一人オランダ捕虜の息子で、今回はお父さんの写真を持って参加したイギリス人ロビン・ブリー

ト（Robin Breet）さんも、これこそ父の若き日の姿だという 1 枚を発見しました。 

 

 

自分の写真を見つけたクラインさん          父の写真を見つけたブリ―トさん 

     



              賑やかなレセプション会場で乾杯 

レセプションでは、オーストラリア、英国、オランダ、アメリカの各大使館代表がお祝いのスピーチ

をしました。また元捕虜の家族として来日したオランダ人アンドレ・シュラムさん、イギリス人捕虜ト

ム・ハンフリー（Thomas Humphrey）の娘アリシア・コニアム（Alicia Conium）さん、Ｂ29 墜落事

故の生還者の息子ドナルド・ホルム（Donald Holm）さんがそれぞれスピーチしました。また田村さん

が碑の設立の意義を語り、献杯の音頭を取りました。 

食事の後、笹本さんが追悼記念碑建立までの経過を話し、碑設立の端緒となった 20 年前に収容所跡

地を訪ねようとしたスタンレー・ガイ氏と、それを案内したタクシー運転手の小松さんのエピソードを

紹介しました。 

スピーチするタンゲナ・由香里さん 

また日蘭イ対話の会のタンゲナ・由香里さんが、日蘭イ対話の会の活動の紹介と、この追悼慰霊碑が

長崎という被爆地に建立されたことにより、長崎が原爆の被爆地であるというだけでなく、捕虜を強制



労働に使役して多くの死亡者が出ているという加害の面も持っている地であり、それを理解して長崎の

市民がこの碑を建ててくれたことに深い感動と敬意を払いたいと語りました。また福岡第 2 分所の所長

だった調（しらべ）氏の御子息調真琴氏がスピーチを行いました。当時 27 歳でクリスチャンだった父

の思いを語りました。 

その後会場をホテル内の別な部屋に移し、自由参加での懇談会が行われました。ここで、父親が日本

で捕虜生活をする一方、自分はジャワの民間人抑留所に収容されて幼児期を送ったハンネケ・コーツ

（Hanneke Coates）さん、お父さんが長く収容所生活のトラウマに苦しんだカール・ビッカーズ（C. 

Bikkers）さん、生還したＢ29 搭乗員の息子ドナルド・ホルムさん等がそれぞれの体験を語りました。  

またシュラムさんは長い間の調査活動で収容所のことを明らかにしたＰＯＷ研究会への感謝を語り、Ｐ

研は多くの拍手を受けました。更にオランダ人フルフト（Vrugt）さんが、原爆はジャワの抑留所に居た

自分には解放だった、しかし今回長崎の皆さんに優しく親切にしてもらって長崎のイメージが変った、

と話しました。お互いにまだまだ語りたいことを残しながらも、4 時に解散し会場を後にしました。 

     

    ハンネケ・コーツさん             カール・ビッカーズさん 

 

              別れを惜しんで参加者全員の集合写真 

 



3 日目（9 月 14 日） 

 10 時ホテルをバスで出発し、米Ｂ29 搭乗員家族の 4 名、イギリス人のロビン・ブリートさん、建立

委員会副代表井原東洋一さん父子と一緒に香焼より南の藤田尾（とうたお）という集落に向かいました。

曲がりくねった細い道が続く山間の藤田尾で途中下車し、まずＢ29 が墜落した佐敷岳の尾根を遠望し

ました。現在は道が無くなって、この尾根には簡単には登れません。しかし墜落地点を当初より調査し

何度も近くに足を運んでいた福岡や長崎のＰ研会員らが集落の人々の証言を基にやっと現地を割り出

し、険しい山道を登り、金属探知機を使って調査し、ついに最近Ｂ29 墜落現場に散乱したと思われる金

属片２片を地中から発見したのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1945年 9月 4日Ｂ29が墜落した佐敷岳の尾根（写真中央の丸い山の左） 

当時の第一発見者である今田さん（83 歳）から、9 月 4 日は霧が濃かったことなどの説明を受けま

した。それから海岸に降りて、唯一の生存者グレン・ホルム（Glen Holm）さんを救出した木下信幸さ

ん（84 歳）から、山

から谷筋を通って

担架で 1時間かけて

担ぎ下したこと、そ

の後青年団の人た

ちが手漕ぎの船で 3

時間かけて茂木ま

で送り届けたとい

う話を聞きました。 

美しい浜辺でホ

ルム親子は持ち帰

る為の砂を採集し

ました。 

 

 

          海岸で救出の状況を話す木下さん 



         藤田尾の公民館でお礼の言葉を述べるジョンさん（左から 2人目） 

公民館では 30 名近くの地元の方々が集まっており、新聞社やテレビ局も来ていて、公民館はいっぱ

いでした。井原東洋一さんの司会で懇談会が行われました。まず生還したグレンさんの長男ジョンさん

が、4 年前 89 歳で亡くなったお父さんに代わって、「まだ戦争が終わったばかりで敵対心もあったと思

うのに山を登り、父を助けて担いで下してくれた、皆さんがいなかったら私たちはいません」、と感謝の

気持ちを語りました。弟のドナルドさんも、「父の命を返してくれ本当に親切にしてくれた、皆さんを前

にして胸がいっぱいです」、と感極まって涙を流しました。ドナルドさんの娘メリディスさん、ジョンさ

んの息子リチャードさんもそれぞれお礼の言葉を述べました。続いて目撃した人や助けた人が当時のこ

とを話しました。事故があったのは 9 月 4 日午前 10 時頃ですが、すぐに山に登って機体を発見した今

田さん、午後から登って散らばった遺体を見つけた三浦さん（85 歳）は、生存者ホルムさんが何か英語

で叫んでいるので怖くて近づけず、翌日 5 日の午前中に担架を持って木下さんや青年団の人たち十数人

が山を登り、ホルムさんを山から下したということでした。ドナルドさんがお父さん（当時 22 歳）の、

救出された後アメリカの病院船内で撮った写真を見せると、「あんたよりハンサムだね！」という村の

人の一言に、「自分もそう思うよ！」とドナルドさんは大笑いし、楽しい会話になりました。 

 1 時間ほどの懇談を終えて心を残しながら一同はま

たバスで長崎市内に戻り、名残を惜しんで解散しまし

た。 

 3 日間ともお天気にも恵まれ、最高の除幕式となり

ました。被爆地長崎にも捕虜として苦しんだ人々がい

たことを知ってもらい、元捕虜や家族には長崎原爆の

深刻な被害を理解してもらうという意味で、大変意義

のある交流の時になったと思います。オランダからは

この除幕式の為、家族全員で来日した一家もあり、英

米からの人たちの間にもそれぞれ 13 歳の少年と少女

が参加していました。彼ら孫世代にとっても有意義

な、未来の担い手としての旅であったことを期待します。    父の写真を見せるドナルドさん 

 

（小宮まゆみ） 


