
オランダでのシンポジウムと対話の会参加報告 

2016 年 5 月 31 日～6 月 9 日、笹本妙子、田村佳子、西里扶甬子、小宮まゆみの 4 人が、オランダの

アムステルダムのＮＩＯＤ（戦争と虐殺資料館）で開かれたシンポジウムと、ユトレヒトで開かれた「日

蘭イ対話の会」のカンファレンスに参加してきました。以下はその報告です。 

 

1日目：5月 31日（火） アムステルダム着 

10 時 30 分成田発の KLM オランダ航空の直行便に乗った笹本、田村、小宮は、現地時間 15 時 10 分

頃スキポール空港に到着した。約 11 時間半のフライトだった。アムステルダムへの行き方をインフォ

メーションで尋ね、列車に乗ることにした。列車の切符は自販機で販売しているのだが、コインしか使

えず動作がとても遅くて不便。地下ホームへ向かうが、オランダ語の表示は分かりにくく、駅名を読む

ことすら困難だった。やっとのことで列車に乗りこもうとした時重いスーツケースによろけてしまった

が、背の高い青年がさっと手伝ってくれた。話には聞いていたがオランダ人は皆身長が高い。 

20分ほどでアムステルダム中央駅に到着。赤レンガに時計塔を配した美しい駅舎は、東京駅に似てい

ると思ったら、実は東京駅がアムステルダム駅をモデルにしたとか。駅前は運河に沿ってレンガ造りの

歴史的建造物が建ち並び、まるで絵葉書のような景色だった。地図を見ながら７、8 分歩き、午後 5 時

半ごろ今夜の宿インテルホテル・アムステルダムに到着した。長旅の疲れもあり、夕食はホテル前の路

上にテーブルと椅子を並べたレストランで食べたが、料理の付け合わせのフライドポテトが大量でビッ

クリ。これはホテルに持ち帰り、後でおやつとなった。成田から別な航空会社の便で出発した西里は、

夜 11 時前にアムステルダム駅に着いた。到着との電話を受けて 3 人で迎えに行ったが、緯度の高い国

の夏で、日没は夜 10時。11時でもまだ夕方という気配だった。 

 

2日目：6月 1日(水)  NIOD（戦争と虐殺資料館）へ 

午前中にアムステルダム国立美術館を見学、レンブラントの「夜警」やフェルメールの「牛乳を注ぐ

女」など華麗なるオランダ絵画黄金時代の作品が目白押しだった。博物館内のカフェで簡単な昼食をと

った後、シンポジウム会場の下見と資料探索に NIOD（ニオド：戦争と虐殺資料館）に向かった。 

NIOD はアムステルダム名物の運河に面した歴史的建造物を改装した資料館。かつては貿易で栄えた

会社か個人の邸宅だったのかもしれない。学芸員のエヴェリン・ブッフハイム Eveline Buchheimさん、

シンポジウムの司会をするペーター・ケピーPeter Keppyさんに挨拶をした。エヴェリンさんは活発な

運河に面したアムステルダム中央駅 



感じの女性で、昨年来日して釜石でオランダ人捕虜の調査をし、

近日中にまた来日して関西学院大学でレクチュアをすることに

なっているそうだ。 

各自閲覧者カードを作製してもらい閲覧室へ。ここでは開架式

の書棚から本を探して閲覧することと、コンピュータで検索した

デジタル化された資料を、コンピュータ画面上で見ることができ

る。各自関心のある資料を探してコピーしたりメモを取ったり

（カメラ不可）していると、あっという間に時間がたってしまう。

私たちが特に関心を持ったのは、戦争中インドネシア各地に設け

られた捕虜収容所と民間人抑留所の正確な位置や建物見取り図

など、図版満載の大型本（アトラス）だった。今後の捕虜研究に

とって大変重要な資料だが、上下 2巻あって限られた時間ではと

てもコピーしきれない。 

心を残しながら辞去し、夕食後もまだ明るい市街を歩いてアム

ステルダム中央駅前から運河めぐりの遊覧船に乗った。イヤホンで聞くガイドには日本語バージョンも

あり、初めて街の成り立ちや建造物の特徴を学ぶことができて興味深かった。 

 

3日目：6月 2日（木） アンネの家／釜石収容所関係者と会う 

この日午前中は NIOD でのシンポジウムを成功させるために、4人全員でスピーチの練習をした。お

互いに聞き合うことで内容をチェックし、分かりにくい部分を練り直し、正確な時間管理などをおこな

った。 

午後は徒歩圏内にあるアンネの家の見学に向かった。ユダヤ系ドイツ人だったアンネ・フランク一家

が、約 2年間ナチスからの迫害を逃れるため隠れ住んだ家である。運河に面した建物は戦後解体されか

かったが、市民の運動によって保存され、現在はアンネ・フランク財団が管理している。見学は事前に

予約してある人が優先で、予約していなかった私たちは長い列に並んで待つことになった。並んでいる

人たちを観察すると、老若男女様々な国籍人種の人たちが入り混じっている。寒風の中だれ一人文句を

言うことも無く、我慢強く待っていることには感動した。しかし私たちは次の予定があって、結局 1時

間半並んだ末に見学をあきらめざるを得なかった。 

ＮＩＯＤの建物 

アンネの家見学のために待つ人々の列 広場に立つアンネの銅像 



5 時にホテルに戻って約束していたメリ

ンダ Melinda さんとアダ Ada さんに会っ

た。メリンダさんは釜石で捕虜生活を送っ

たオランダ兵リンダイヤさんについての本

を執筆中で、アダさんはリンダイヤさんの

息子さんの妻だった。メリンダさんが、書

きあげたばかりのおそらく 400～500 枚ほ

どの分厚い原稿の束を箱から出した時には

ビックリした。リンダイヤさんの捕虜生活

や、親切な日本人軍属とのふれあい、残さ

れた家族のインドネシアでの抑留生活など

を聞いていると、時間があっという間に過

ぎていった。一緒に夕食をと思ったが、高齢のアダさんが疲れるからということでお別れした。 

 

4日目：6月 3日（金） 泰緬鉄道関係者と会う／NIOD のシンポジウム 

いよいよシンポジウム当日である。10 時にホテルを

出発し NIOD に着くと、11時からロディ・ピエタ―ス

（Lody Pietaers）さん（泰緬鉄道の捕虜と家族の会会

長）と、次期会長であるエリックさん、会メンバーのエ

ワルツ（Ewalts）さんと奥さんに会い、今年秋の来日の

予定などについて話し合った。11 月頃に少人数グルー

プで来日して、各地にある捕虜収容所跡地を見て回り

たいという要望があり、Ｐ研でも可能な範囲で協力す

る約束をした。 

続いてパワーポイントの試写をし、軽く昼食をとっ

ているともう午後 1 時の開始時間となる。会場には対

話の会関係の方や、去年長崎の福岡第 2分所記念碑除幕式に来た方などの顔も見え、50 人分の席がほぼ

いっぱいになった。 

 プログラムは、エヴェリンさんによる歓迎の

言葉に続き、①田村「ＰＯＷ研究会の成り立ちと

活動紹介」、②笹本「太平洋戦争中の日本国内の

捕虜収容所」、③ 西里「海南島の蘭印軍捕虜とオ

ーストラリア人捕虜」という順に進んだ。 

ここで短い休憩時間を挟んで後、④ 小宮「日

本国内に抑留されたオランダ民間人抑留者」、そ

して最後に、⑤ エヴェリン「NIOD が収集した

捕虜の個人的な回想記」という報告が続いた。 

誰もが緊張して報告に臨んだが、各自持ち時

間を厳密に守り、滞りなくスピーチを終えるこ

とができた。 

左よりロディさん、エワルツさん夫妻 

メリンダ（左端）さん、アダ（右端）さんと 

Ｐ研発足時メンバーの写真を紹介 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

続いて質疑応答に移ったが、司会のケピーさんが事前に用意した幾つかの質問をし、それに私たちが

答えているうちに、フロアからの具体的な質問を受けて答える時間が無くなってしまった。そのためか

終了後に私たちのところへ直接質問に来たり、自分や家族の体験を話しかけてくる方が何人もいた。 

「私の父は病院船オプテンノール号に乗っていて拿

捕され、日本に抑留された。父がいたミヨシとはどんな

所か？」と質問してきた男性もいた。この方クーフェル

デン（Koeverden）さんは、戦争中ご自身も母と一緒に

スマトラの民間人抑留所に抑留されていたそうである。

貴重な出会いに驚かされ、またオランダ人元抑留者に

今も残る傷に触れたように感じた。 

司会のケピーさんが「報告はアカデミックでは無かったが良かった･･･」と述べた一言に対し、タン

ゲナさんが「アカデミックとは何でしょうか？」と切り返す場面もあったが、オランダの人々に私た

ちの調査研究や活動の成果を伝えることができたのは非常に貴重な体験だった。このような機会を与

えて下さった NIOD とタンゲナさんに心から感謝したい。その後対話の会タンゲナさんたちと一緒

に、列車で「日蘭イ対話の会」会場に近いユトレヒトに移動、対話の会の幹部 3人（タンゲナさん、

スクラムさん、ロブ・シプケンスさん）と私たち 4人で夕食をとった。 

 

ＮＩＯＤのシンポジウム会場風景 

資料を見せる Koeverden さんと息子さん 

Koeverden さんのお父さんが描いた 

オプテンノール号のスケッチ 



5日目：6月 4日（土） 第 19回「日蘭イ対話の会」カンファレンス 

ユトレヒトの観光名所ドムタワー（14世紀のゴシック建築）近くの公共施設で、第 19回日蘭イ対話

の会のカンファレンスが開催された。今回のオランダ行きのメインイベントである。テーマは「第二

次大戦のＰＯＷと日本国民との和解は可能か？」。 

午前中は約 80名の参加者で、「開会の言葉」タンゲナ由香里（対話の

会代表）、「福岡俘虜収容所第二分所追悼記念碑」アンドレ・スクラム

Andre Schram（福岡第 2分所にいた捕虜の息子）、「僕の青春は二つの

戦争で消えた」ヘンク・クレイン Henk Klein（福岡第 2分所の元捕

虜）、「私がなぜ捕虜問題に関わる

ようになったのか」笹本、「オラン

ダ人被爆者への感謝そして精神的浄

化への道」綿貫葉子、という発表が

続いた。スクラムさんもクレインさ

んも昨年 9月の記念碑除幕

式に参加した方々だ。スク

ラムさんの報告を聞き、あ

の記念碑が元捕虜や家族に

とってどれほど大きな意味

があったかを改めて実感し

た。クレインさんが語った戦争体験は、除幕式の時よりずっと詳

しく興味深いものだった。これらの発表内容は、後日「日蘭イ対

話の会」の HPにオランダ語、英語、日本語で掲載される予定と

のこと。https://sites.google.com/site/dlgnji4jp/ 

午後は参加者全員が 10人程度のグループに分かれてのディス

カション。西里と笹本が参加したグループは、抑留所にいた両親

を持つ女性が司会を務め、前述のメリンダさんとアダさんの他、インドネシアからの留学生、父は泰

緬鉄道の捕虜、母と兄弟は抑留所にいたという男性、妻の父は日本人という男性、チデンの抑留所に

いた祖母と母を持つ女性などが参加し、和解についてそれぞれの考えを述べた。和解に必要なのは

「赦す、しかし忘れない」ということ。そして教育が大事だが、草の根レベルの交流で、血の通った

個人ヒストリーを知ることが重要。それによって学校で習った歴史を自分の中で咀嚼することができ

る――議論の流れは大体こんなところに落ち着いた。タンゲナさんによると、「対話の会」発足時に

は参加者の反日感情がとても強かったそうだが、現在は和解に建設的な人が多くなっているという。

この茨の道を切り開いてきた「対話の会」創設者の村岡崇光先生（ライデン大学名誉教授）やタンゲ

ナさんたちのご苦労と努力を思い、頭が下がった。 

和解についてのグループ討論 

タンゲナさん 

スクラムさん 

クレインさん 

https://sites.google.com/site/dlgnji4jp/


その後グループ司会者による報告とアヤ・エザワさん（ライデン大学講師）によるまとめがあり、

「閉会の言葉」村岡崇光さん、そして最後は皆で讃美歌を歌っての閉会となった。 

続いて 4時頃から同じ建物の階上で「福岡俘虜収容所第二分所追悼記念碑」に関する本出版とドキ

ュメンタリーフィルムの上映会が行われた。参加者は 150名ほどに増え、終了後に飲み物が出て交歓

会が行われるなか、Ｐ研が持ち込んだ「福岡第 2分所追悼碑除幕式記録集（英語版）」約 70冊はたち

まち完売となった。 

    

6日目：6月 5日（日） ブッヘルさん宅訪問 

対話の会終了後タンゲナさんの家に泊めていただいた私たちは、お宅近くの草原（Malpie）のウォ

ーキングを楽しみ、午後はウィリ

ー・ブッヘル Willy Buchellさん

（長崎市内の福岡 14分所で被爆し

た元捕虜、2014年に長崎を訪問）

をお訪ねした。3人の娘さんたち

の他、同じく 14分所の捕虜の娘で

数年来親しくしているモーリー

ン・ホイヤーMaureen Hoyerさ

ん、綿貫さん、タンゲナさんも集

まって、賑やかな 96歳のお誕生会

に参加するとともに、慰謝料裁判

の和解金の一部をＰ研に寄付して

下さったことにお礼を申し上げ

た。ブッヘルさんは今も杖なしで

とてもお元気そうだった。 

 

7日目：6月 6日（月） ブロンベーク博物館 

 タンゲナさんの車でブロンベーグの蘭

印軍博物館に連れて行っていただいた。

ドイツ国境に近いアーネムという町にあ

り、建物の一部が蘭印軍の退役軍人の住

居になっている。ということは、元捕虜

の人々もたくさん住んでいるということ

だ。 

広い敷地のあちこちに様々なモニュ

メントが建っている。まず目を引いたのはタイ・ビル

マ国境にある三仏塔を模したモニュメントで、後ろの

石碑には泰緬鉄道で亡くなった人々の名前が無数に刻

まれている。その両脇には線路が配置され、スマトラ

横断鉄道で亡くなった人々の名前が枕木に刻まれてい

中央ブッヘルさん、右がモーリーンさん、左が綿貫さん 

泰緬鉄道の犠牲者を悼むモニュメント 

枕木にスマトラ横断鉄道の犠牲者の名前 



る。また、ワイアで形作った捕虜輸送船の名前が無数に並んでいた。悲

惨な航海で多数の犠牲者を出したことを忘れまい、という意思が感じら

れた。最も胸を突かれたのは、クワを担ぎ、骸骨のように痩せ衰えた少

年像だ。日本軍占領下の蘭印で、男の子は 12歳になると（のちには 10

歳）母親と別れて少年抑留所に送られたのだが、その悲惨な実態がこの

像から伝わってくる。当会共同代表の内海さんによると、この像と同じ

ものがインドネシアのスマラン・カリバンテン墓地にもあるとのこと。 

さて博物館は本来月曜休

館なのだが、館長のポーリ

ャック・フェルホーヘンさ

ん（P. J. Verhoeven、会

員・前川佳遠理さんの夫）

のご厚意で、特別に館内を

見せていただくことができ

た。展示室に入ると真

正面の窓に日の丸が掲

げられており、その両側の壁や床のガラスケースの中に捕虜収容所や抑

留所の生活実態を物語る物品が展示されている。床のガラスケースを覗くとき、日の丸にお辞儀する

形になるので、戦中日本軍から屈辱的なお辞儀を強いられた元捕虜や抑留者から苦情が出たそうだ

が、日本軍占領時代のシンボルとして、あえてそのままにしているという。 

館内ではちょうど、前川さんが主宰する SOOのメンバーで写真家

の奥山美由紀さんの写真展「Dear Japanese」（日本人の父を持つ

蘭印系オランダ人の写真）が開催中だった。オラ

ンダ人ともインドネシア人とも違う、どことなく

日本人の血を感じさせる顔立ちの人々だが、母親

が亡くなるまでそのことを知らなかった人も多い

とのこと。まだ見ぬ父への想いは強く、SOOは彼

らの父親や親族捜しの手伝いをしている。 

フェルホーヘンさんはさらに倉庫内の収蔵品も

見せてく

ださっ

た。抑留者が描いた絵日記、抑留中に母親が子供のために作

った手製の洋服やおもちゃ、日本軍から没収した軍刀や軍装

品など、興味が尽きい。 

また、館内の図書室で、ＮＩＯＤで見たインドネシアの収

容所や抑留所の情報を記載した「アトラス」上下巻を無償で

いただくことができた。大変貴重な資料で、これは帰国後、

麻布台セミナーハウスの P研文庫に収めた。 

午後は、近くに住むアーネスティン Ernestine Kohen-

Hogenさん（昨秋、神岡収容所の調査のため来日。祖母・母

がスマランの女子抑留所）の車で綿貫さんのお宅へ。おにぎ

少年抑留者像 

ブロンベーク博物館の展示室 

奥山さんの写真展より 

抑留者の絵日記～監視兵にお辞儀 



りや夫のヤンさん手作りのルバーブのパイをご馳走になり、まわりの菜園や牧場を案内していただい

た。その後、列車でデン・ハーグへ。 

 

8日目：6月 7日(火)  モーリーン家族のヒストリー／蘭印戦没者慰霊碑 

午前中マウリッツハイス美術館でフェルメールの「青いターバンの少

女」など名画の数々を堪能した後、午後はモーリーンさんのお母さんの

いる老人ホームへ。お

母さんのアルバムを見

ながら、日本軍政下の

生活や戦後の引き揚げ

体験などを伺った。

1942年生まれのモーリ

ーンさんと母と姉は、

インドネシア国籍を持

つ祖母の家に同居したため、抑留所生活を免れること

ができたが、捕虜となって長崎や満州に送られた父と

再会できたのは 1947年とのことだった。 

夕方、戦没者慰霊碑を見学し、1991年に海部首相が訪問した際に献花した花輪が捨てられた池を目

の当たりにし、複雑な思いだった。大半の日本人はオランダ人の反日感情について殆ど知らない。 

 

9日目：6月 8日(水) ～10日目：6月 9日（木） 帰国 

西里はドイツに、笹本、田村、小宮は一路帰国の途についた。大変学ぶことの多い、実り豊かなオ

ランダ訪問だった。また P研の活動が、つらい記憶を持つオランダの人々との間に着実に友好と和解

の輪を広げていることを実感した旅でもあった。私たちを快く迎えて下さり、宿や交通の世話をして

下さり、様々な便宜をはかって下さった、タンゲナさんや綿貫さんをはじめとするオランダの皆様に

心からお礼を申し上げます。 

（報告：小宮、笹本） 

母と姉とモーリーン（右） 

居住の制限を受けない証明書 

ハーグの蘭印戦没者慰霊碑。このそばに池がある。 


