買おうとしだように思う﹂

のフて残興げはよ失ん隅ニ

高裁萩鰐薙荒

く自分がつらかっだ﹂
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定年後は︑国に空襲被害

の補償を求める集団訴訟に

たのか﹂

0⁝圃Al的欄略唖閥用W鴇Al虹Ⅷ博満11欄的間川棚
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分かろうとしたことがあっ

みを感じたことがあるか︒
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い人生を歩むのは私だけで
十分︒国は一度でもこの痛

た︒﹁こんな苦しくてつら

を尋ねると︑こう絞り出し

あらためて国に望むこと

思われていたのでは﹂

る︒昔の話じゃないか︑ま
だ擾言を言っているのかと

伝わらず︑跳ね返ってく 鮨l轢擬撥燦溌熊繚潮l欝糀

いなまれてきた︒﹁相手に

るのかな﹂と虚無感にもさ

﹁国はどこまで分かってい

でも声を上げていたが︑

国空襲被害者連絡協議会﹂

も加わった︒施設に入る前
脚撼鰯灘鰯鵜難槻繊掘離籍剛
は救済法制定を求める﹁全

鰯欄間蛸Ⅷ⁝陸棚蟻川欄間潤ム10湘側聞脚欄間細腰博欄

灘綴鰯綴離醗

めなくなってあきらめてい

i話イ今さしな全うう」にメ
だクもれてか国に ○ば」映

面々が要請文を出して歓心を

をなくしたぐらいにしか思
われていないかも﹂と笑う︒
それでも考える︒もし右

をつなぐこともあったのだ

腕があれば︑好きな人と手
ろうか︒子どもを抱きしめ
たり頭をなでたりする日も

あったのだろうか⁝と︒定

年退職後︑易学を学んだこ
ともあった︒﹁でも︑どれ

だけ﹃もし﹄を並べても︑

現るそ取てをだ国手ずの 実0しり復受入じをさ片ア

が壊れると国家も壊れる﹄と

「国は一度でもこの痛みを感じたことがあるか」

考えられているようだ﹂と解

ら︒交通事故か何かで右腕

心身の傷今も

格別のご配慮を﹂と求めた︒ た後︑夫婦別姓への見解を尋
要請文は丸川氏を含め︑衆 ねられても﹁個人や政治家と

戦災傷害
約十万人が亡くなった東京大空襲から十日で七十六年︒全国の空

ていく右腕がかわいそうで

たまらない︒そんなとき
は︑右腕を服の袖から抜い

て胸に当て︑自分の体温で
すると︑冷えが少しはまし

冷えを和らげる︒﹁温かく
になるからね﹂

被災後しばらくは大きな

でも長袖の服の石神にタオ

男性用の義手しかなく︑夏

ルを忍ばせ︑袖口をポケッ
トに入れて歩いた︒その後

あまりに現実味がなくて︒

普通のことがしたかっただ

〇、っ害し、右す界

1（で人い会に ○が年襲公の
3本ながたでよ被を前で「世

51）くい

襲で手足を失ったり大やけどを負ったりした﹁戦災傷害者﹂は︑元
軍人のよ−つな補償のないまま戦後を生きてきた︐︒今も痛みや治療を

抱え︑片時も戦争を忘れられない人々にとって︑空襲は現在進行中
の問題だ︒救済法制定を求める動きが強まる申︑終わらない苦しみ

︵木原育子︑大平樹︶
の中で病院に運ばれ︑医師
に﹁手だけは切らないで﹂
と訴えた︒目覚めると︑右
腕は切断されていた﹃
終戦後も揚口がふさがら
ず︑十二月に再手術をする

など︑何度も身体にメスを
入れた︒失った右腕がまだ

血行障害で冷えとしびれ

を見つめた︒
﹁あの日から腕のしびれ

たんです﹂

が止まらない︒︑つらい思い
をして左手一本で生きてき

千葉県相市の高齢者施

相美恵子さん︵九四︶が空襲の

あるような感覚が透り︑身

切断された右腕を見せ、症状を話す豊村美恵子さ
ん。「私たちのような人をつくらないために、訴
えないと」と取材に応じている＝千葉県相市で

けなのに︑普通さえ追い求

∴∴ 霧

は女性用の義手を使った
が︑今は自宅に置いたま
ま︒﹁着飾ることがないか

：∴子 ∴

設︒穏やかな昼下がりの玄
関先で︑車椅子に乗った墓
後遺症を語り始めた︒

転倒した︒物を切る︑洗

寧／∵

体のバランスを崩してよく

一九四五年三月十日の東
京大空襲で︑両親と二人の

う︑運ぶ︑料理をする︑手

個室で︑ベッドで身体を休

＼：

きょうだい︑深川の自宅を

かがめるので精いっぱい︒
隣にいた女性から﹁血が出

めて過ごすことも多くなっ

※／／）＼ 畿

∴
∴∴∵ ∴∴

失った︒悲しむ間もなく八

をつなぐ︑化粧をする⁝︒
全ての日常動作は奪われ︑

ているわよ﹂と言われてわ

∴∴∵ ∴∴

÷・
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月三日午前十時すぎ︑乗っ
ていた電車が赤羽駅で米軍

結婚も経験したがすぐに離
婚︒国鉄の外郭団体に再就

れに返ったが︑指先は曲が

た︒残った右腕は血の巡り
が悪く︑今も身体の冷えが

機の機銃掃射を受けた︒
﹁伏せろ！﹂の声で身を

らず︑白いブラウスが赤く

つきまとって脹れない︒冬
は特にそうだ︒冷たくなっ

職し︑一人で暮らした︒
現在暮らす高齢者施設は

染まった︒不思議と痛みは
感じない︒擦擬とした意識
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一九四五年六月十八日の
浜松大空襲で自宅が焼夷弾
留めたものの︑やけどで硬

識不明だった︒一命を取り

し百片さし

が七補民人だ

浜松の94歳・木津さん

い念票差孟竃怠学彗蕃聖篭嘉露芋窪漂全天 」本」取に題わ、なるん推亡く三済案被当 誠と。尊でけ戦つ理は定く）万安を害だ ）話戻厳はで後て由傷約なの人定準調。

手記を前に浜松大空嬰の記憶を話す
木津正男さん＝昨年7月、浜松市で

た︒高齢のため全身麻酔を

避けて臨んだが︑﹁途中で

麻酔が切れて︑体にメスが

のことはほっぼらかしにさ

れている﹂と感じる︒

︒
た
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気持ちを抱きたい﹂と訴え 織機難燃鵜繊憫鰯掴嶽圃場腰

離擬繊鰯鰯綴鰯

と痛みと生きてきた︒人生
の最後の一瞬でも︑この国

通じて参加した︒﹁不自由

片足を失った安野輝子さん
が︑ビデオ会議システムを

の時に鹿児島県内の空襲で

開いた集会には︑幼稚園児

織競離離籍鰯酸

讃網鰯離鰯騒鰯

い︒戦争で亡くなった人に
0同州居0思鷺繭0欄間的蟻川−ムー0照講猫用⁝而
あの世で会った時に︑一つ 絨畿鰯簡総鵜餓櫛惑溺耀纏
でも良い話がしたい︒それ
だけなんだ﹂
救済法制定を求める空襲 WAl門出調川鐙朝雄⁝雄鴫150朝詑同門的 0性悪
鷲騰灘灘糀蕊l擬態鸞感
連が三日に東京・永田町で

言くらい声をかけてほし

﹃大変でしたね﹄ってひと

るんじゃない︒俺たちに

る︒﹁金をくれって言って 繍難繍綴⁝競難細鰯剛

だからこそ救済法を求め 464絹纏櫛l親機総轄綴絹憾磁

門満載帖蹄的 日成Ⅷ博樹0用柳腰璃即日⁝蔦

繊欒離鵜勝報蛭

取り上げられることはほと 噂的瑠璃鴫0幽並120博昭0周唖的11−1摘草蒔惇
んどない現状に︑﹁俺たち 綴認溜憾織的鵜川鵠2畿闇恕

る国会中継で戦災傷害者が

醗蟹読諜鱗糀賎

けている︒テレビから流れ

らがいながら体験を書き続

とを願い︑手のしびれにあ

二度と戦争が起きないこ

轍鸞

引き起こしたとみられ︑今
も検査が続いている︒

騒粥機 擬鰯鮭聯

ら言われた︒空襲によるや ⁝同日門閥−
輪紳周り的朝川⁝用博捜川棚⁝
けどが長時間たってがんを 鵠l慨嘩械 鵜冊鶴鶴掘鶴間糀

は皮膚がんだったと医者か

救済法望むのは・・「大変でしたねのひと言ほしい」

入るのを感じて思わず叫び
声を上げた﹂︒はれの原因

2嚢げの将往託

戻墨轟き票笑窒雪害革具霊嫡軍書幸運 招繕撥灘繕

った︒一年ほど治療を続け 血︒おなかの皮膚を手に移

1串￣

たが治らず︑昨年六月に出 棺する手術を八月に受け

中指不自由／爆弾破片で頭痛／皮膚がんで昨年手術
の直撃を受けた木津正男さ

年︒回復してからは電気工

直した手が動くまでに三

象身、手てク週た去（、め（る晩
に体身術いで間左）二元だ全

明三で給を

終戦記念日の八月十五日だ

∵∴∴

やけどを負い︑五カ月も意

ん︵九も＝浜松市＝も︑戦災

爆弾の破片が長年残ったま

事業を営み︑八十四歳まで
鋤きづめだった︒後頭部に

傷害者の一人だ︒四日に現
在の症状を尋ねると︑﹁右
手の中指が手のひらにつか

ないから︑おはしでご飯を

片は、思したながもや射ク化で一健に局著しの
日毎肘給た ○どないけをり し負歳子よ長連ん多
を問以がげ
のいたと受二、傷できるを絡でく
矢的上支が
対とがでけ ツ二し死んと務会いは

はれて倍くらいの厚さに︒

まで︑取り除く手術を受け

万つ例はがな福に返なめぺみ屋年杉弥で災症傷
円たえ傷こかネ止障すどのイが空に山さ事傷に害
、人は病う つ法善人の注ン悪襲百千ん務害若者

7
駄

食べる時にぼろぼろこぼ

も障体をた痛に手は○会岩傷全も

饗
∴∴∴

三∴轡「起案をし後滞り霊園つ最被脅のり

れる︒背中の痛みは毎日湿
布を貼って抑えてる﹂と︑

〇年

るまで頭痛に悩まされた︒
空襲から七十年以上だっ
た二〇一九年︑右手が突然

両手や背中など全身に大

超党派議連が法案を準備
ラワンの綴りは﹁地

空襲被害者には補償なく

せきを切ったように話し
︒
た

十をる場軍な害機縁 ○み一の名一長崎連国後戦
三失 ○合人ら者能−り顔止回痛古六の建）戦遺災

九腕れた
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