
例会袋内

第8号制林抑制抑制榊榊林 2016.9.9 

地域女性史研究会会報
一ここe::i.きここを義える一

********************今今寺宇宇宇宇可"**********本*********
目次

• • • • • • • • • • • • • -1 にいがた市民大学への耳障り‘み・・・・ 4 

‘ ... 女性史唱a-_< 羽 ・・・・・・・・・・2 発憶のひろば ・・・・・・・・・・・ 5 

地織女性史資"を銀~ 1.........3 お知らせ ・・・・・・・・・・・・・8

***********林*****林*******************************林****++*********林

地域女性史研究会 第6回例会く大阪>のお知らせ

日時

会場

2016年 10月9日(日)午後1時00分-4時30分

大阪府立男女共同参画・脊少年センター(通称:ドーンセンタ-)

5Fセミナ}室 大阪市中央区大手前 1-3-49 Tel0か6910-8500

(8頁に案内闘がありますので、ご参照ください)

報告者 樋上恵美子(ひがみえみこ)(大阪女性史研究会)

『女子労働と乳児死亡一生涯労働をする母を持ちながら、娘はなぜ主婦化したか』

(報告要旨) なぜ大阪の労働者の妻は内職しつつ主婦化し、雇用労働しながらの子育て

を選ばなかったのか。①紡績女工のころの隔週深夜労働と栄養不足のため、母胎の状

態が悪く、労働と子育てを両立させることが困難だった。②母乳が乳児にとって最善

の栄養であると母乳晴育をしただけでなく、家族のために栄養に配慮した調理をする

ことになった。③女性の賃金が男性と比べて低かった。これは、農村で農作業に従事

する女性の生涯とは反対である。

報告者 伍賀借子(ごかともこ)(元関西女の労働問題研究会代表)

f敗鞍直後を切り拓いた偏く女性たち.....r勤労婦人'盟』と『きらく会Jの幹』

(報告要旨)敗戦直後に大阪で結成された「勤労婦人聯盟j。企業や産業別の組合の枠を

越えた横の連携によって、女の労働権を実現し、道を切り拓いていく連帯活動の過程

は、今も抱える女性労働運動の課題を提示している。個別の労働組合運動史には刻ま

れていないその歴史と、リーダーたちの軌跡を掘り起こしながら、彼女たち自らは「独

身Jr非婚jで生きることになって生涯を支え合った『きらく会Jの幹も含めて、両者

の歴史的意義をさぐる。

.加ご希望の方は、なるべく事務局山村または折井まで (8頁参照)メールでお申込みください。

また、終了後交流・線級会を予定(約 1時間)しております。こちらもあわせてお知らせください。

〈主催:地域女性史研究会/ 協カ:大阪女性史研究会 〉



|地駄触を以羽 i
...の世を生き偉いた縄Eたちーそのゆかりの寺・信松騰をゆ〈

八王子の市街、台町に武田信玄の息女・松姫を開基とする曹洞宗の寺・信松院があります。築

地塀に閉まれた一見尼寺と見紛うやさしい作まいの寺、門前では、武田氏の滅亡で甲斐を追われ、

兄たちの幼い3人の姫たちを連れ逃避行をする旅装束姿の松姫の像が迎えてくれます。

戦国時代、政略による結婚や養子縁組が盛んに行われましたが、なかで

も武田氏の結婚はほとんどが政略によるものでした。信玄自身も政略によ

る幾人もの妻妾があり、娘たちもすべて北条、今川、上杉錨後)などライ

バルのもとに嫁がせています。そんななか政争の具として使われることを

拒み、尼として生きた女性がいます。この寺に眠る松姫です。

松姫は 1邸1{永禄4)年9月、信玄の四女(六女とも)として古府中(甲

府)で生まれました。 7歳のとき、織田信長の嗣子で 11歳の奇妙丸(信忠)

と婚約をしますが4年後に解消。三方ケ原の合戦で、武田と敵対していた

徳川軍勢に織田軍が加担したためとされています。信玄はこの戦いに勝利

しますが翌年病没、やがて後嗣の勝額も l邸2(天正 10)年の天目山に果て、

木造松姫座像

武田氏は滅亡。松姫は、兄たちから託された幼い姫たちを連れ、逃樹子の末、案下峠(和田峠)

を越えて武蔵国上思方村(八王子市)に辿りっき、金照庵へ、さらに、近くの曹洞宗の寺・心源

院で卜山舜悦と出会い落飾して、信松尼となります。

その後、御所水の里、現在の信松院の地に草庵を建て移り住み、 3人の姫たちを養育しながら

紡織をして暮らし、徳川の関東入国後、八王子千人間心として迎えられた旧武田氏家臣たちの援

助を受けながら、 1616(元和2)年4月、部歳の生涯を終えたと伝えられています。

松姫の生い立ちについては、いろんな説があり正確に把握することは不可能です。資料として

残っているのは、信松尼の墓所と f信松院開基由来書J、同腹の兄・仁科劇言の子孫によって百回

忌に寄進されたという木製の軍船のひな型と寄贈目録、木造松姫座像(いずれも信松院船など

です。

このように的確な資料がない場合には、その時代の社会の見方、書き手の視点が混在し歴史の

真実を隠してしまうことがあるのではないでしょう治、松姫を題材にした書きもの、小説などを

含め、資料を読んでみると、その多くが美人で降るようにあった縁談を振り切り、婚約者信忠へ

の貞節をつくし独身を通した立派な女性、と一様に讃えています。しかし、戦国の世のならいと

はいえ、女が道具として使われることへの反発は松姫の心の中に渦巻いていたのでは・九

『操をささげたわけじゃない、わたしはわたしを生きただけよj。

坐像はそう静かに訴えかけているようです。

今年4月 16日、信松尼四百年忌の法要に先立ち、百年忌に奉納され、それ以降3∞年にわた

って門外不出とされてきた松姫坐像の巡すがありました。ゆかりの寺、下思方町の心拐殺での 5

日間の fご開帳Jの後、松姫の坐像は逃断予のもょうを再現した『稚児行列jを従え市内をめぐ

り、八王子の歴史上の女性としての存在を大きくアピ}ルしました。さて、松姫は今の時代を生

きる女性た ちに 何を 発信 したのでしょう。(山辺恵巴子)

2 



地織女性史資制調l.る 1

..  ..  遺鎗会資糾の使われ方

練馬の住民運動を語るうえで、練馬母親連絡会資料は欠かせない。その中でも、長いこと母親

連絡会の事務局長的な存在であった林光 (1922--20(1)さんが編集・発行した『練馬母親連絡

会発足満40年豆ニュース発行満却年練馬の主婦たちの歩み/略年剥(1鈎7年 11月)は、

運動を年代順の形ではなく項目別に分類しており、運動の具体的な流れがよく掴める資料である。

また、当時の運動の動向を知らせる f豆ニュースJ(1976年 3月の第1号~筑削年 3月のお4

号まで)には、運動に参加していた当事者の声が掲載されている。他にも聞き書きのテープやメ

モなど、膨大な資料がある。これらの資料は、林さんが自身で練馬の女性史を書くつもりで集め

保存していたもので、筑旧1年に林さんが亡くなると、埼玉大学共生社会教育研究センターに寄贈

され、練馬母親連絡会資料として整理・保存されていたが、 2012年3月、立教大学共生社会研究

センターに引き継がれて現在一般公開されている。

練馬女性史を拓く会では、上記の資料を手がかりに研究を進めてきた。その結果、聞き書きと

してf始まりはひとりから 練馬の女性たちの記録その1J (盟加3年 9月)、『閉その 2~ (2∞5 

年9月)、『同その3J(2∞7年9月)を刊行した。その後、母親運動を中心に戦後練馬の活動を

テーマごとにまとめることにし、『始まりはひとりから 練馬の女性たちの記録総論編その1

(教育)J(2010年9月)、 r同総論編その2福祉・保健J(2012年 11月)、 f同総論編その3人

権・平和・消費者運動J(2015年4月)の刊行に至った。

立教大学社会学部の高木恒一教授は、民主主義の危機的状況が進行している現荘、改めて60年

代・ 70年代の住民運動の費j達点を確認する必要があることを痛感し、 2013年度のゼミで、美濃

部都政時代に生起した東京都練馬区の放射 36号線道路建設に対する住民運動をテーマとして取

り上げた。 2014年度は、ゼミ参加者の関心に沿ってテーマを設定し、それぞれが資料の読み込み

やヒアリングを行う形式をとり、練馬区の住民活動の中でも、光が丘地区における住民運動、道

路や鉄道と公害問題、教育問題の3つを取り上げた。その成果は、 f2013年度立教大学社会学部

現代文化学科フィールド演習報告書道路建設を巡る住民と自治体一放射 36号線建設を事例に

一J(2014年 3月)と、 f2014年度立教大学社会学部現代文化学科フィールド演習報告書練馬

の住民活動J(2015年3月)として刊行された。また、同大学文学部の沼尻晃伸教授は、ゼミで

継続的に f豆ニュースj を講読しており、『早苗 第5号』という日本現代史・ゼミ論集を刊行

(2015年 7月)している。その中で、 3年生のゼミ生 14名は、それぞれが f豆ニュースJの中

から興味・関心を持った記事を題材にテーマを選ぴ、予備論文を作成し報告している。

立教大学共生社会研究センターでは、 2016年7月に (r母親jたちはなぜ動いたのか?ー学生

と語る 1針。-90年代の練馬母親連絡会一)と題する公開講演会を開催した。そこでは練馬母

親連絡会資料を歴史史料として学ぶ文学部史学科の沼民ゼミの学生が研究成果を報告し、それを

受けて練馬女性史を拓く会の山寄雅子が f練馬の住民・市民運動と練馬母親連絡会Jを、野々村

恵子が「練馬の母親運動と社会教育jについて報告した。

同センターは、市民活動の記録の保管先が少ない状況下にあって貴重な存在である。同センタ

ーが練馬母親連絡会資料を保管し1提供してくれることで、ゼミでの活用や学生が卒論で練馬につ

いて取り上げるなど、資料の価値が認知されつつある。一般の研究者も含めて、これらの資料が

大いに活用されることを期待してやまな~~ (川寄俊子)
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た市民…取り

第22期目の今年度にいがた市民大学(新潟学)で、初の女性史講座が開講された。市民提案

の女性史講座 f女性の歴史と新潟~家族・くらし・社会参加の関連で-Jが採用された。

講座の概要は『女性は社会の半分を支えたにもかかわらず、日本史の中では、あまり語ら

れてきませんでした。社会では、現在も性別役割分担意識が根強く残っています。

江戸、室町、鎌倉、古代と時代をさかのぼってみるとそこには意外にも生き生きとした女

性の姿が浮かび上がってきます。

女性の歴史を紐解くことで、出産や育児を含む家族のありょう、思想、生活、社会参加、

教育や働き方など少子高齢化社会を男女平等で生きるための、現代の新潟を考えます。 1

6月に始まった講座は全10回、コーディネーターは加納実紀代さんと地元から 1人。講師

は、女性史研究の加納さんと折井美耶子さん以外は県の歴史博物館専門研究員、作家、ジャ

ーナリスト・元 NHKプロデューサー、大学の人文学部と国際地域学部、地元新聞社論説編

集委員と多彩な分野からで、参加市民は 80名余。第 4回「世界を魅了した武士の娘jが公

開講座となった。

第9回までの受講で学んだことをみんなで話し合う。

様々な分野の講師が提案された女性史については、興味を深めた受講生が増えたらいいと

思い、ジェンダー古代史の研究はこれからであると知る。全体を通じて講師により構成、テ

ーマの深め方、資料の使い方など異なり、学ぶ機会になった。近現代以前と向き合うとき女

性の姿をどう捉えたらいいか史料の読み解きにも学習の必要性を感じる。

一方で、女性にこだわり、自分の感じる重圧や女性であるがゆえの辛さや痛みに向き合う

こと、生きる問題の捉え方など、求めてこれまでやってきた女性史と違うように感じている。

こだわることを掘り下げていきたい、講師、テーマに共感できるものがあるのは大事という

感想をもち、学習や講座の持ち方にもみんなの思いが至った。

また、戦後すぐで止まっている新潟の女性たちの年表を現代まで続け、女性たちの活動の

記録を残しまとめるのは新潟女性史クラプの課題、などと期待のこもった指摘を受けた。挑

戦された講師の姿を私たちのカに受けとって活かしていきたい。

後期ゼミナールでは 8回の内 3回を担当する。申込者は私たちを含めて約 20名。構成案

まで全員で検討した後は班に分かれ、猛暑と戦いつつ例会で確認しながら準備を進めている。

① f写真で見る新潟の女性ー f家jから社会へ生きる場を広げて寸

・テーマは、時代の中で新潟の女性はどのように生きたのか、その水脈をたどる

1鉛8-1955年位までを、『写真記録にいがたの女性史』からのパワーポイントと講義で。

②f女性が一票を投じるまでj

-新潟の婦選運動をたどり戦後初の選挙に女性たちはどのように行動したかを見、現在を考

える ピデオ f婦還の話j 視聴と講義、グループに分かれて討議。

③f戦時下を生き抜いた女性たちー産むことを求められる女性ーj

・聞き書き集『海鳴る...Jをもとに戦時下を生き抜いた女性たちに焦点をあて、昔も今も何

よりも産むことを求められた女性の生き方を考える 講義と全員での話し合い。

前期講座とまもなく始まる後期ゼミから、ひそかに新会員との出会いを望んでいる。
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1駒 山 |
《地扇三註史研究会噂贈本紹介》

l'It帽の女性・民権とキリスト副 賞帽の女性・民権とキリスト・研覧会

町田市立自由民纏資制舗挽・町田市被宵醤員会 却16.5.31 鎗行

本書は、町田市立自由民権資料館を会場に、研究者と資料館の研究員などで構成された研究会

が2011年から研究を続けてきた成果として発刊された研究誌である。

「武相j とは、明治前期の神奈川県内であり、現在は東京都の多摩となっている場所を含み、

明治の自由民纏運動が活発に展開された地域である。

研究会代表の江南卵白子氏の『刊行にあたってJによると、すでに自由民権資料館から 2007年

に『武相自由民権史料剣全 6巻が刊行されており、そこでは従来 rr民権刻としてきた人び

とを『地域指導層』と捉えなあすことで、彼らが担った運動を、地域社会の歴史のなかに位置づ

けることを目指j し、さらに「これまでの『自由民権運甑』像にとらわれない自由民権運動を描

く可制生を期待して編まれJた、とある。この『史事機誌がかなり画期的な内容だと思われるが、

その際収集した史料治潜伏で半分くらいし制収録できなかったため、掲載できなかった史料を生

かした研究をという思いから研究会を始めたと書かれている。内容は以下のようにバラエティに

富んでいる。

論考 『横浜毎日新聞』にみる女へのまなざし 江刺昭子

コラム 『東京横浜毎日新聞の女権伸張論ー18邸年 f論説J 金子幸子

論考 大島家の女性たちー自立と信仰の系譜 横津清子

コラム遊学で培ったもか4長田美知子の蔵書から 山辺恵巳子

論考 町田の青年結社とキリスト教・女性一大成会・辛卯会・町田倶楽部 松崎 稔

コラム 平野藤と軍事援護活動

論考 フエリス和英女芋校F学んだ一女性一田中参とその『日記lより

論考 横浜における禁酒運動ー『横浜禁酒会雑誌』を中心に

コラム 山上カクという交点

論考 聖公会の樹判伝道の跡を歩く

自由民権期における女性たちの活動に対する研究は、いまだ不十分

ではないだろうか。福田英子や岸田俊子のように突出した女性につい

てはかなり明ら糾こされているが、各地で草の樹句に活躍した対生た

ちの動向はあまり掘り起こされていなb、u削(明治23)年の集会

及び政担法までは、女性も自由に政談集会に参加し、政治演説も行っ

ていたし、ごく一部ではあるが地方政治への遺挙権も実現していた事

実もあまり知られていなし九自由民権運動百周年を記念する集会が横

浜で盛大に開催されたことがあったが、女性に焦点が当てられた記憶

がなb、。
本書のような地道な研究が各地晴子われて、いつか f女性たちの自

由民緒O周年j といった全国的な集会が開催されたらと願っている。

(折井美耶子)
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石 居 人 也

中村碩子

町田市灘師油公園内にある

自由民織の像



《第6回備会関係図.勧')-)

加は甑の乳児死亡と社会事剥 ata鶴子善大原文学出除却18.2.29斯

「今から百年縦大正時f悦服粉、大阪の乳児は4人に一人泊帯性日の前に死んた親は生活水準を

上げて、戦中期には10人に一人に減らし、こうして私たちの祖先は生き残り、私たちはいま・ここ

にいるj と、本書を帯でこう紹介する。章立てを拾うと、女工の結婚と出産、制御状態と先苅句な

死亡、食生活の改善:脚気と脳膜炎、乳児死亡の低減のために、住宅の改善と祉会事業、など興味深

川大阪の工業化は、明治期に厳粛業を中心に進み、主たる労働力は西日本一帯から移入した 10代

--20代前半の女性たちであった。多くの女王は、長崎葡・深夜労働を強いら払貧血などの影響を受

けやすく、妊娠・出産しても乳児死亡率が高かった。それ法授乳付制隆法の知識を持てなかったから

だとし、う。

第一次大戦期の好景気により、男悼撒工の高い実質賃金上昇を機に女工は世帯を形成、家事・育児

に奪念し、かっ担会事業の援蝋母親指導・牛現轟験)を受けながら生活水準を上げて、乳児死亡を減

らしていった。本書は、乳児死亡を軸に、女工の労怯食生活、出産・育児、母体保護、住宅致善、

保育所など、大阪府・市ず滑っ1当樹調査をふんだんに使用・分析した労作である。近代大阪の世会

事業史、 都 市 社 会 史 でもある。(海保洋子)

サツマイモ(ヒルガオ科J

怯・オルグE-女性の自俸と労働組合温勘のすそ野を広げてー』

伍賃借子〈ごかともこ}著 ドメス出脹 2018.8.お先行

本書i立、 r1女・オルグ記、 E総評主婦の会jの2部から成り、付属資料として「総評オノレグ制度の

倉IJ設と変遷l、f総評主婦の会の内職・パート大会の歩みJが掲載されている。著者は 1942年大阪市

生ま九大阪市立大学卒業後に大阪総評議会に就眠封勝年より刻金運動ホルグと国民運動を担当す

る。オルグとは労働組合の組織者の略事恥総評では 1舗6年にオルグが制度イヒさ~主婦・青年婦人

対策オルグを掲げたのは1959年。その翌年、総評組合員¢配偶者を対象とした「総評主婦の会jが

結成される。その主婦対策オルグが筆者の仕事であった。その自らの体験を踏まえ、聞き書きも導入

して労働運動と主婦の関わりを丹念に葺線「する。

[1]では、総評主婦の会全国オルグの野キ扮Yコ子をはじめとして、主婦の会オルグ11名の内、

現在も親睦グループ f七夕会Jに集う 7名(東京・山形・愛知・滋賀・岐阜・兵庫・大臨むの、地域

によって異なるオルグ実践を記縁する。

[11]では、総評主婦の会はどのようにして生まれたか、総評主婦の会の蛍草的な運動と果たした

役割について等、歴史的位置付けを伴う確かな証織ま貴重である。(州淑子)
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《関連学会・研究会・団体等の情報》 (敬掛略)

* 2016女性史セミナ--f刻生たちの反核の実践と恩恵一ピキニ・原水禁運動・反原発一』開催

市川房枝記念会刻生と政治センター主催・総合女性史学会企画協力

第1回 (1ω加1): r第五福竜丸のピキニ被災と久保U庁ずj 舗獅:イ申悶美智子)…(講蘭糠養中につき休講)

第2回 (1118): r;被ぼくと男性ービキニ被爆者・大石又七の軌跡J舗師:石崎昇子)

第3回(邸;): r.原水蜘上運動から反原発~哨度経済成酬の『主婦連合会jの動きにみるー』繍:仏欄子)

第4回 (1117): rいのちとくらしとふるさとを守るー鳥取県青谷原発位同酬を担った地峨婦人会一J舗師:金子幸子)

第5回 (2116): n..、のちの未来に原溌はいらない一能登半島の反原発運動と女性情賀・礁鵬J舗師:海保持子)

第6回 (3116): r自分たち広町のことは自分たちが決める一巻原発反対置動と女性一J(J肺:皐JI闘的

*近現代女性史研究会

日時 :9月M 日(封 13:3ト 16:初 会場:立教大学 5号館第2会議室

報告者:石崎昇子 テーマ:樋上恵美子著随代大阪の乳児死亡と世会事刻書評・紹介

*総合女性史学会・地域女性史例会

日時:2017年1月15日(日)13:30--16:30 会場:文京区男女平等センター(予勉

報告者:江府蹄子テーマ:(働険相の若割にみる農村女子一自治と支配のはざまでー

*イメー沌ジェンダー母断言きミニ・シンポジウム「苧む身体表象ーその身'僻羽陸のものなのか?

日時 :9月17日(卦 13初 --18:∞ 会場:武蔵大学 8号館側1教室

http:llillU!:and陣。.exbloR:. jpl 

*国際基督教大学ジェンダー研発センターオープンレクチャー

「男は生産・技術、女は後総初ー原爆と原発のあいだ.-J原子力の「ヰ弔捕朋J推進と、原

子力反対運動は、どのようにジェンダー別に展開されてきた泊、

fヒロシマj後の日本の現代史の中に、東日本大震災後の社会を置いてみれば、 戦後と

f災後j、原爆と原発、ヒロシマとフクシマの共通点が見えてくる。

日時:9月お日(月) 13:15--15:∞ 会場:匡際基普教大学 本館 213号室

講師:薄暗内実紀代 日本語・無料・予約不要

*米沢史学会公開講演会

日時:10月n日(卦 13:鉛--16:卸 会場: 山形県立米沢女子短期大学

山形県立米沢女子短期大学制受松回避子 f子守学級から農繁相応斉へj

神戸女子大学古典芸能研売センター客員研究員 4、栗栖健治 「地獄を絵解く対生たちー熊野

観心十界曇茶羅-J 入場無料・一般来聴者歓迎・輔官予約不要 主催米沢史学会

7 ヒルガオ{ヒルガオ鞠



お知らせ

rwANJ (wo血個'sAd蜘 Netwo出〉への既刊『会頓』の掲.について

ウィメンズアクションネットワークは女性をつなぐ総創育報サイトを運営するNPO法人

であり、ウェプサイトの名称でもあります。「活動レポートj、rD(d∞田nent)-W AN  J =ミニコ

ミ・電子図書館、 W (wor1dwide)-WANJ、rp匂oJi也誠一WANJなど多様な分野があります。

今回、私たちが関わるのは、 rD-WANJです。現在、 76雑誌が掲載されています。

8月 23日、 WANの満田康子さんからWANの現状と「会報jのパックナンバーの掲載に際し

ての手続きなど、うかがいました。(折井・宮崎・山辺)。

1.ミニコミ電子図書館部分、つまり rD-WAN}が今後独立する可能性があること。

理由 技術面、資金面の困難などから。

2. r会報J1""7号の掲載を前提に、①「アーカイブ化準備シートJrアーカイブ掲載に関する

確毘書j提臥②原績をPDF化し、ムラなどをチェック。③今後の掲載にあたり、掲載不可の部分

は、申し出を受ける。信凋識は無料。ただし、資金的に厳しい状況とのこと、個人会員、サボータ

ー登録を募っている。正会員 10000円(学生・非正規反問円)。サボーター3仮泊円。ご協力を。

****************************************** 
|会計から|会費未納の方には振込用紙が同封されています。ご協力をお願いします。(矢野輔副

****************************************** 
第6回例会会場大阪府立男女共同参画・骨少年センター(ドーン・センター)案内国

交通京阪電車・地，r!験谷町糠『天満橋j東口下車・徒歩350m周辺にテレビ大阪よ大阪肱 NHK大阪あり

I東支濃

川

淵

湖

一

船

側

α州ピ，~
大幅舗北詰

ま

京阪電車

、L・2畠品目

、ぐ古E
~-1I町二調1:"1闘で

、R東西線建
屋
温
情

大臨織

踊神高遮遺蹟
〈下院中央通ゆ

《編集後記》

厳しい暑さと大型台風に見舞われた夏も去りつつあります。大阪での秋の例会開催に期待が高まりますユ

これからは紙媒体だけでなく、ウェプサイトの利用も視野に入れなければならなし時代 WANへの掲

載を検討するゆえんです。疑問などありましたら、どうぞ事務局までお知らせくださ川(宮崎繋子)

追福ム込史研究会会報ーここ民生きここを亀えるー 第8号 20'筒.9.9

会員募集中! 連絡先 tt表 〒157-0072世田谷区祖師谷5-3才申22 折井錦B子
年会費2CXX)円 肘 naiI αniy法o@yj9.s0イlet.郎， jp

力ンパ歓迎します! 事務局 e→nai I YOlfut吻 r∞f.ocn.ne. jp u尉淑子
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地域女性史研究会第7回例会のお知らせ

2017年3月5日(日) 午後 1時-4時30分

練馬区立男女共同参画センターえーる 2階会議室

幕末維新期の農村女性の村政参加

膏木美智子 (総合女性史学会)

関喜久子の日記にみる維新・変革の位相

宇佐美ミサ子 (総合女性史学会)

5∞円

これまで地域女性史研究会例会では、主として近現代の地域女性史に関する研究報

告を行ってきました。しかし地域女性史研究は近現代に限定されるものではなく、視

野を前近代にまで広げる必要があると考えております。今回は幕末維新期に関わる研

究を、青木さん、宇佐美さんのお二人から報告していただくことになりました。

興味深く新鮮なご発表になると思いますので、みなさま積極的にご参加くださいま

すよう、お待ちしています。

なお、近世、中世、古代そして考古学の分野などでも地域女性史の報告をお願いし

たいと，思っておりますので、積極的なご推薦(自他ともに)を期待しています。

参加ご希望の方はなるべく事務局山村または折井まで(12頁参照)メールでお申込みください。

また終了後交流・懇親会を予定(約 1時間)しております。こちらもお知らせください。

練馬区立男女共同彦膏

東京都練島区石神井町8-1-10

TEL 03-3996-9∞5 

至泡袋



【第6回例会報告】 2016.1ω 鵬

大阪府立男女共同参画・青少年センター

G齢:トンセンター)

女子労働と乳児死亡一一生涯労働をする
母を持ちながら、娘はなぜ主婦化したか

ひがみ

樋上嘉美子(大阪刻生史研究会)

乳児が死亡して示した統計が意味するもの、なぜ一人ひとりが死ななければならなかったのか。

その背景にある一つひとつの事実を大阪大学出版会から発刊した『近代大阪の乳児死亡と担会事

業』で明らかにした。この世に彼らの居場所はなかったということなのだが、それならば、なぜ彼

らの居場所はなかったのか、その有無を決定する要因は、その人が生まれた時代の省会の総倒枕

経済力と、生まれた地場の生活力にある。近代の大阪の場合、当初は彼らの居場所を押しつぶす作

用をしたようにみえる工業ω=一定程度進むことによって、経済カが大きくなって、彼らはとりあ

えす顎況として出生する場所が与えられた。その後の現況の生存については、直接的には両親の資

力によるが、胎児あるいは周産期の段階では母親の妊娠期間の栄養や労働の状態であろうヵ、しか

し、より工業化が進展することによって、乳児の両親は生活力を身につけ、生活水準を上げ、現況

に安定的な居場所を提供することができるようになったのである。現況を死なせていた両親は大阪

の外からきた人(大阪に本箱を持たなし噂留者)が多く、自らの労働力以外なにも資産を持たない

人が大半で、自ら仕事を求め、あるいは会社の募集人に連れられて大阪にやってきた.多くは労働

者となり、彼らも居場所である自らの家庭を求めていた。

大阪三郷と隣倭ずる街道筋は明治維新で零落した人たちの集住地となり、スラム化した地域もあ

った。その地域の労働力を求めて 1制(明治16)年、大阪紡績湖様を始め、株主への高配当の

維持のために操業の翌月から深夜業を始めた。紡績工場がつぎつぎと開業し、深夜業を取り入れた。

大阪は日本の紡績業の中心であった。そのため、会社は西日本の農村の少女を女工に勧誘し、女工

の住居として会社内に寄宿舎をつくった。寄宿舎女工の食事は穀物や野菜から蛋白質を取り、車物

性蛋白質と脂肪、鉄、チアミンが不足していた。そのため、結核、貧血、脚気の植庖者が多かった。

現臓離組女工の死亡の半数は結核であった。その年齢別内訳は10代の後半が多かった。 1飽9(昭

和4)年6月以後の紡績女工の疾病死亡に占める結核の割合は減少し、他の職種の女工と変わらな

くなった。

紡績工場と同様大小さまざまな規模の機械工場、化学工場もまた成立していった。その多くは西

蜘払 1897年に大阪市の西区・北区・南区に編入された旧西成郡に設立された。女工と同年代の

寄留男性の多くは、中小の機械・化学・雑工場の職工、住込みや見習いとして働いていた。大阪の

死産における非嫡出子割合は他より高い。な町通というと、寄宿舎女工はシフトが交代する 2週間

に1度の日曜日が休日で外出が許された。工業従事の男性のほか、沖仲士など維業者、商庖のす雅、

大工キ在官の職人が工場の周りで待ち構えていて、女工を遊びに誘った。こうして成立したカップ

ルは、その後事実婚として同居する場合もあったが、その費用がなく別居のままのことも多かった。

別居の状態で女工が妊娠した場合、彼女は結局死産した。明治初め、大肱域の東に砲弾製造の砲兵

工廠がつくられた。日露戦争をきっかけに大阪の重化学工業化治宝進み、職工の賃金が上昇して、カ

ップルは同居し、世帯を形成し始め、第一次世界大戦の好景気がこうした世帯lこおける妻の主婦化

を推し進めた。

1920 (大正9)年の現況死亡率(出生1000に対する割泥死亡霊的が最高の木樹立総4で、最低

の'舗の4倍、大阪市は貧富の格差の大きな都市であった。母胎の状態は乳児の先天的な死亡に表
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れる。先天的な死亡の多い木津周辺と最高値の西九条急事川このころ大阪府はスラムと工業地帯

の生後5日までに死亡した現況の家庭を訪問して調査した。その結果、 527名の母親は3分の2の

産児を先天性弱質つまり発育不全、死産、早産で死亡させていた。制台は虚弱者が多く、最初の妊

娠で死産した人もいてその影響もあった。出産・子育てと労働は両立しがたかった。

男性の実質賃金の上昇にともなって、調理が内職とともに職工家族の主婦の主な仕事になってい

った。主食と卿衛門積物のみのため大阪の脚気死亡率尚鹿著に高かった。 19初年代に画肢は野

菜、豆腐、豆類の煮物と廉価な青魚の魚料理を加えたこ莱の食事に変わり始めた。収入によって多

様であったが、卓械台を家族揃って囲み食事をすることが普及した。主婦化による労働量の減少と

食生活の改善は、脚気と乳児死亡率の減少、制台を改善させた。

大阪市は 1933(昭和8)年から働く母親のために託児所を増設した。 1940年、保育所は民間も

併せωカ析に増加した。母親の職業の69%は内職で、残り潟t労であった。内臓を行う母親の過

半数は職工家族で、この間に内職者の平均労働時間は5時間から 7時間に増えていた。新設の記尼

所の大半は内職者の多い工業地帯の旧西成・東蹴倒搬に 40カ噺も設置された。多くの母親は 3

歳児保育を受けさせ、パート労働を開始していた。 1920年代に大きく改善した周産期死亡率(後

期死産数+生後 1週間以内死亡児教を出産数で割る)ヰ妊産婦死亡率伎自輔死亡数を出産数で割

引が 1930年代には横ばい状態になったのは、内職の労働量が増えたからである。製造業の女子

賃金の男性賃金に占める割合を、 18卵年からの 5年平均を長期経済統計でみると 1909--13年平

均の男子賃金の48.24%が最高で、 20年間下がり続け、 1934--38年の32.43%が最も低いが、 1939
--43年は、 38.66%に反転している。農業における女子の日雇い労働者の男子賃金に占める嘗恰は

ほぼ 70--75%で推移し丸農業の女子の就業率の高さと製造業における女子の内職者比重の高さ

がこの違いに影響した。

以上が報告の概要である。大阪における手陣商出子の爽蛮はほとんどが巌瀬寄宿女工によるように

聞こえるという質問があった。都市平均の死産における手織出子割合は3分の1ほどだが、大阪の

この害治は半分に増える理由として紡績女工のセクシャリティがあった

また、東京では給料生活者の妻の中の寄留者に育児法を知らない人もいたという意見があった。

農村の支配層の子弟が高等教育のため上京し、そのまま新中間層として滞留する寄留者を含み、多

くが下層になる大阪市の寄留者とは違っていた。東京市の中間層の厚さが生活水準が高く、乳児死

亡率は大阪市よりもずっと低凡現況死亡率はこのように地域(都市)の生活水準の平均を示す。

1906-1923年間の大阪市の現況死亡率200以下の年は 1912年の 185のみ東京市はu削年の

190が最高であった。 1筑)6-1938年の6大都市の乳児死亡率平均は、大阪189、京都 166、神戸

1悦、横浜157、名古屋153、東京138である。機会があれば制台の状態も併せて都市>>Ijや府側IJ

の比較の報告をしてみたい。

大阪では軍需景気と第一次大戦の好景気で下層の女性も世帯が形成でき、内臓をしながらも主婦

となり、大阪の大きな貧富の格差は改善され、特に食生活で縮小した。普通選挙権も実現し、下層

のカが徐々に大きくなる時、これらを吸収して、担会保障につながる政策をちらつかせて厚生省を

つくったのは陸軍省であった。港区の女性は満州事変後に大阪港を出港する宇都宮の兵士を自発的

にお茶の接待をし、見送った。大恐慌の中、彼女たちに生活水準を下げないために軍需景気を再び

という気持ちがなかったといえるだろうれ r生活さえよくなればという生き方では足元をすくわ

れるJことを私は乳児死亡研究の中で学んたこうした対生の生活劇育に迫りうるのも現況がなぜ

死んだかを調べたからこそと思う。

節分草
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欺機産後を切り拓いた-<女性たち
勘婦速の人々の活動を中心に

伍賀借子

伝大阪総評オルグ・元関西女の労働問題研究会代謝

本報告の狙い

*敗戦直後の混甜潮に早くも、大阪で結成された労働婦人戦線の横断組織『大阪勤労婦人聯盟J(勤

婦道9の結成過程、敗戦直後の女性たちの高揚感と道なき道を切り拓いていった運動とその歴史

的な意義、運動を担ったパイオニアたちの活動と生きざまを刻む

*r聾婦連j解散後もそのネットワークをもとに大阪総評婦人部叡朔を担った人たちを繋いで、独

身で自立して生き抜く婦人活動家たちの交流と「相互扶助jのために結成した『きらく会jの友

情・幹を刻む(当時使われていた言葉に沿うために、 f婦人j に統一)

1.勤労婦人聯盟(聾婦齢(=働く婦人の共同戦船の結成

1)大阪聾婦連の結成 19絹.6.23結成大会 結成時の参加劇織=位団体12，側人

阪神電鉄、京阪神急行電鉄、近犠日本鉄道、大阪市抵大阪市従業員、大阪府職員、電話局、

電信局、国鉄、三越、大丸、大阪石炭、その他一般会社、新聞社などの労組婦人部、建設婦

人会、在日朝鮮女性同盟、豊中の女性グループ(団体名称不詳、水野ft表)などの婦人団体、

馬場チミ、比嘉正子らの婦人団体リーダー

-r頚婦連jの結成は、 3つの労働組合ナショナルセンターの大阪地方組織が結成されるよりも

早いかもしくは樹子しての、極めて早い起ち上がりだった

総同盟大阪連合会=1946.2.20結成、翻1陰議関西地方会議=同年9.19結成 日労会議大阪

地方会議=同年8.4結成それらの婦人組織ができるのは半年から 1年後

一実質的には5.18で準備を完了しているが、「家庭婦人J*も含めての共同戦線にすべきとい

う意見で、 6.23に仕切り直しをした

*敗戦直後の大阪の主婦たちの起ち上がりの早さは消費者運動の特記すべき軌跡

2)敗戦直後の労働組合結成と婦人労働者の追い出し* r労働組合法j公布(1鰯年12月、翌年3月1日樹子)の合法性を得て初めて労働者が動き

始めたのではなく、戦前の抑圧をかいくぐってきた志ある活動家たちは、敗戦の8月から労組

結成へと確かな動きを開始し、 1鈍8年末では組織率田%に達した

*鞠時男が兵士に駆り出され、女はあらゆる職場・職種で“産業戦士"として働いた

敗戦直後帰還兵の失業対策に、「婦人は家庭に帰れJ(厚生大臣の閣議要望事項45.12.6)=今

戦時中婦人労働者2∞万人+学徒・挺身隊=3印万人が戦後1∞万人に減

3)聾婦連の準備過程(詳細略)

①関久子によれば、(聞きとり C)
女1945年秋に、位ぬが、労働組合の婦人リーダーを集め、労働組合婦人部のあり方などにつ

いて話合い、労組婦人部の組織化の方向が共通認識された

*同年11月頃より、関久子・小林美代子・野崎房子・中央電報局婦人部長等で準備会

*同年 11月お日には、大阪と京都の放送局主催で、 f婦人に政治意識と政治力を与えるた

めの関西婦人の集いjが大阪で開催された(関の記憶では却名程度の参加)

②1鮒年4月 17日の準備会呼びかけは、日生労組婦人部で、会場も日生大阪会議室

2.聾婦連の活動と果たした役割

1)労組婦人部づくりとその活動の原型を創り出す

*労組結成の勢いは高揚期でも、「婦人部Jf士対生が起ち上がらないと結成できない

職場ごとに大衆的な結集という、どこにも教科書のない未知の課題への挑戦だった
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関久子をはじめ聾婦連リーダーらは、意側切こ他臓場に入札婦人留結成をオルグ

*長い家父長制度の習慣を破り、男性と対等に主張する勇気と連帯を組織を超えて共有

2)聾婦連の共同活動

*米の欠配対策懇談会 (1946.7.21於中央公会量的 m名の参加

合国鉄婦人労働者首切り反対支援官舎に個SIJ訪問して、スト支援を訴える

*演芸会(撮師連主働 1鮒年10月か11月

*国際婦人デーの集い (1948.3.8)東京では47年に戦後初の開催だが、大阪では48年

平日の朝から職場を離脱した婦人3，側名が結集呼びかけは、鰯連と大飯主婦之会

決議 :Q潤際婦人デーを日本婦人解放記念日に②共同託児所の設置③買出しの労苦からの

解放@濁労所得税撤廃⑤企業整備による首切り反対⑥労基法完全実施⑦労働法
改悪反対@淑謝婦人の低賃金からの解放⑨祖国復興訪請人の手で S産S崎潤.D

3)聾婦連の f解消J(聞き取り Bからの推定)

大阪聾婦連の解散時は定かではないが、 f日本民主婦人協議会J(民婦協)結成(関西民婦協は

48年8月)に大合流する全国的流れの中で、聾婦連を解消したと推定される

関以外のリーダーは大阪総評 (51年2月結局知婦人部で活躍し、 fきらく会J結成にも

3.製婦連を担った人々の活動から(聞き書き肪

*関久子縄崎邦)大阪教育労働組合=教労 (1901""1鰯) 鎖婦連初ft委員長

*小林美代子(日本生命大阪本世誕業員組合.) (1911 "" 1蛾)勤婦連昏倭員長

o rオフィスガール初の争議lを組織して組会的に注目を浴びた

0婦人葡繍関紙 f婦人部通信j復期版(邸年自費出船は、敗戦直後の婦人部活動がどのよう

な言葉で語られた泊捕まリアルに読み取れる非常に貴重な第1次資料である

食桂あや子伏阪交通労組=大交:) (1921"" ) 戴婦連2代目委員長

0大阪でトップをきった大阪強面労組(交労)結成大会 (11.15)で f生理休暇とパス営業所

にトイレ設置jを提案→1946年4月制度化を実現(労基法制定の前に獲得)

生理休暇は f与えられたものではないj と桂は強調

0一番の誇りは、当局から「男子車掌募楽jのポスターを見せられた時、とっさにストップを

かけ、婦人部あげて女子車掌を一人ずつ紹介獲得する運動を必死で展開して、必要な人員を

女で確保した f女の職樹立女で守らなアカンjの信念だった

*飯田好子保阪神急行電鉄労組) (1郷 ""2001) 聾揚連3代目委員長

0私鉄総連婦人蔀結成大会には、 f生理休暇3日j と『結婚資金要求j を京阪神労組婦人部が

提案している斗翌年49年5月には私鉄本部婦人部長に遺協しる

01鮒年国際婦人デー邸周年記念集会(コペンハーゲン)に代表派遣されて、大きな感動と

経験を積んだ この分科会で、飯田は日米安保条約反対を訴えている

*西)11好子(高田アルミ労組後に昭和アルミに笹治変更。 (1昭2"" )日労会議

0給与体系の工・職の身分差撤廃と、男女同一労働同一賃金の達成を 20年間執助に叫ぴ続け

て、男性の40%という賃金格差をω%に是正

0男性優位の職場で女性の役付き登用制を要求して、 1鮪 1年に道を拓いた

4.シングルで生きぬく生涯の友の支えあい=rきらく会Jを結成(詳締略)

勤婦連時代から大阪総評婦人部被臓のリ}ダーを中心に「独身女性の支えあいの会jを56年に

結成(桂が提案=争加10年の解散まで代表:)=今毎月偶陰で受流を続け、病気見舞いから最期まで

支えあう友情を育んだ=全国的な I独婦連j結成の 11年も前であった

【文中の間き書き資料出典】 (A......nは筆者が付けた符号)

・財団法人大阪担会運動協会(現公益財団法人大阪世会運動協会)聞きとり調査

A.問鱒植後の大阪の婦人運制 1鈎2.8.幻/B.Wi終戦直後の婦人労働運制 1鰯 .6.13
c.同鱒植後の大阪聾婦連と生理休暇関剖 1鰯 .7.18

+D.関西女の労働問題研究会欣代を紡ぐ聞き書きー働く女性の戦後史J(1鰍/耕文樹
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例会参加者の感想、

証言とデータの間で思う
井上 とし(京都婦人のあゆみ研究会)

10月 9日の大阪ドーンセンター。曇り空ながら雨も降らず、各地から31名の参加があり、 2
名の報告と示唆に富んだ質疑応答もあって充実した研究会であった。

まず伍賀借子さん「敗戦直後を切り拓いた働く女性たちー鋤婦連の人々の活動を中心にJから。

あの敗戦直後にいち早く女性のための活動体を自主的に立ち上げた大阪勤労婦人連盟。そのことだ

けでも睦目するが、大阪は翌1946年6月、私が研究している京都の聾婦連の場合は45年ロ月に

スタートしたことが分かっている。婦人参政権の実現など刻生の地位の変化を受けた女性自身の変

革情熱は大きかったであろうが、果たしてそれだけで共同戦線的な組織結成をなし得たのヵ、勤婦

連二代目委員長は「どこからも指令を受けていないjと自主性を主張する。京都のf懐者も閉じこ

とを言うだろう。伍賀さんは多くの当事者の聞き取りを重ねら~傍証で固めるという、証言を史

料イヒする女性史の基本方法でまとめられた。だが先の証言をもって「自主的jと決定付けてよいの

だろうか。伍賀さんも戦後の共産党の動向に言及されている。個刈靖国、願望、もしくは記憶と

実体をどう靭断し、歴史として記述するか、戦後女性運動を検証するうえで考えさせられる。

次は樋上恵美子さんの「女子労働と乳児死亡一生涯労働する母を持ちながら、娘はなぜ主婦化し

た制。長年の研究成果である『近代大阪の乳児死亡率と担会事剥伏阪大学出版会、 2016年)

の大著を出版され、その要点を報告された。少し戦前の生活を知る私は、現況・妊婦の死亡が悲劇

として巷間の話題になっていたのを覚えている。この間題の原因に迫る方法として、主として 1鎖鴻

(明治犯)年来の内閣統計局の府側Ij人口動態僻十などを使い、多くの図表に計教化し、担会政

策へも広げて経緯と動向を研究した貴重な報告であった。乳児死亡率の改善は細民から庶民へ、そ

れに伴う女性の生き方の変遷であり、いす苛もも興味がある。

質疑も活発で、人間の営みに関わる問題だから、計教化ですくいきれなし、数々の疑問が出るのは

当然であろう。ここが女性史の役割かな、と考えて聞いていた。なかで、戦争が反映されていない

違和感がある、という意見に対し、樋上さんは終始意識していた、という返答であったが、これだ

けでもーコのテーマとなろう。それにしても、この時期はまさに戦争の時代であった、と今更の思

いを深くした。女性史は、もっと戦争と女性を語らねばならないのではないだろう7J¥，

現代の課題に応えられる女性史研究に

大林美亀僚良女性史研究会)

初めて例会に参加し、各地からお見えの方々と出会えた嬉しb暢絵でした。

樋上恵美子さんの統計資料から見える大阪におけるその当時の女性労働者の実態や、伍賀借子さ

んの敗戦後いち早く労働組合結成に起ち上がった女性たちの活動報告は、その轍密な研究姿勢に大

いに潮撒をいただきました。

報告を聞きながら、その主テ}マから外れたところで、しきりと女性史研究とは、を考えていま

した。数字やグラフに現れない、見えていなb嚇分はどうなのか、とか「なぜjが付きまといまし

た。大日本帝国憲法のもと民法も刑法も不平等で参政権もなかった対生たち。劣悪な労働条件下に

あった刻生労働者、一層劣悪な状況下に働れていた被差脚様々植民地支配下にあった女性たち

I丸その問題の解決と、今に至る課題は、と。私は「ここに生き ここを超えるJの意味には、一
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地域、一国主義、自民族中心主義を超えた視座で、歴史を重層的に捉え、見極めをすることだと考

えています。

「超えるJの次元は違いますが、「両側から壁を超えるj を運動車念に不条理な差別と闘ってい

る敬愛してやまない知人たちは、期滞に生まれ部落に生きることを誇りとし、部蒋独自の言葉やし

きたりが失われていくことを惜しみ、誇りある部落の文化を遣す方法を模索しています。女性史研

究に取り組む者の意識が関われている気がします。

現政権がさも目新しいことのように「美しい国日本Jとか「一倍総活躍する担会j とか f対生の

輝く担会jそして f働き方改革Jと声高に連発するのを聞くにつけ、一倍強一色で戦争へまっしぐ

らにし、敗戦後はー債総働悔の形で民衆を操った、またしてもそんな国策の道具にされてなるもの

か。生きづらさ働きづらさは増長され、平和も脅かされている今、女性史の視点で問題の本質を探

り、声を上げ続けていかねば、そんなことを考える機会でした。

地域女性史第6回研究会報告

度会さち子(岐車刻生史研究会)

第6医研究会が 10月9日(日)大阪ドーンセンターで開催された。

今回の報告は、極上恵美子さん伏阪対生史研究会)による「女子労働と乳児死亡一一生涯労働

をする母を持ちながら、娘はなぜ主婦化した州、もう一本は伍賀借子さん(元関西女の労働問題

研究会代表)の「敗戦直後を切り拓いた女性たち一一頃師連Jの人々の活動を中心にJ。

極上さんの報告は、大正被湖、寄留女性の多かった大阪の乳児死亡率の高さに注目し、その労働

や生活実態を丁寧に分析、やがて市が児童相談所ぞ訪問看護婦の設置により、現況死亡率は減少し

たという。すでに著書でこの辺りを明らかにされている。が、今回の報告のまとめ『もし寄留女性

が主婦をえらぽず、労働条件を改善し・・…・、仕事と子育てを両立できていれば、女子賃金も下がら

なかったし、 4甥l路損扮業も現在に影響するほど強固に…・・jについては、参加渚からも異論がだ

された。女性労働の歴史相生別復調分業を生んだ近代家族の形成など、もう少し広い視野が必要で

はなかった治、

伍賀さんの報告は、敗戦直後の大阪で結成された、 r..・H ・まず人聞として平等の地位を認めても

らうために立ち上がろうjの呼びかけをもとに、 12000人の女性労働者が参加した「大阪勤労

婦人連盟j。その女性たちの横断的なつながりの結成過程や、国際婦人デーの集"""と大きな高ま

り、やがて f大阪総評婦人部jへと解消されていった過程と運動を、丹念な聞き取りで明らかにさ

れた。

だが、急ピッチで労働組合が結成されていくなかでは、 f婦人部Jの名はあるものの、組織数、

参加者数など資料の残されていな""0筆者の岐阜県でも、組合史をたどっても、同様である。 f青

年婦人部Jの名はあるものの、結成時ぞ〆役員名なども残されていなし、

最後に、もう少し、二人の報告を重ね合わすかたちで、現在、さかんに国が進める『女性の活彊J

がもっ、働きかた破革や、少子化対績など、さまざまな問題へつなげていくことも、もう少し時間があ

ればできたかもしれなIt¥
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作」
函 館

昨年2016年 3月26日、人口部.5万人依性が約2万多い)の函館市では長い間待望の末噂静

線Jが開通した。東京駅を出発しお新幹蜘詩槻自制突を渡って大野平野の野な糾こ建つ「新函館ヰじト

駅J(北斗市)まで来たのである。そこから fはこだてライナ--Jに乗り換え快速16分でR函館駅に

費盾、実際に乗られた方は驚かれたことだろう。さて電停「函館鵬首Jから路面電車に乗ってどこに

行こうか?

昨年 f予想以上に多くJやってきた観光客の人気スポットは、一つは電停「五稜郭公園前jで下車

して徒歩15分の五稜恥 2010年に箱館新市浩司銃さ九戊辰戦争終鷲の地でもある。もう~つは

西部地区、電停 f十字省jで下車して函館山に聾り眺望を楽しむか、 U臓を元問冶園から外国人墓地

にかけての町並み散策である。

ここでは、西部地区について女性史的に紹介しよう。

西部地区に幕来存在した f箱館山之上遊廓J

写真(酒井撮影)は外国人墓地内中国人墓地の塀沿いに遊女ゆかりの地蔵5体と「仙牽東山簸遺邑出

性万延元年高清水近太夫裳jと刻まれた墓石、その向い地蔵寺境内に山之上遊廓遊女屋(台石に遊

女屋の名前並ぶ)が引き取り手のない遊女供養のために 1部4(元治却年建立された f有無両縁塔J。こ

れらから往時に思いを馳せたし、

「十寺鴇j次の電停 f末広町j下車山側の元芳子公働羽海って f御役所j と呼ばれ1出棺館新預が

建ち、 1脳 6尚1)年五稜郭に移転するまで行政の中心であった。ここから海岸に向かう坂(現在の

基厨西側には浄玄寺・勃唱寺・新子寺が並びたち、その西隣に (r末広町j次の電停 f畑 TJの山側、

現在の常盤腕Z1)に散在した山之上町の遊女屋 19軒が 1803(享和 3)年 f御役所J竣工と同時に官許

され、 1814(文化11)年には計31軒の遊女屋が公認されていた。蝦夷を調査した制川部は『蝦夷

実地検考制で、箱館の人口(本箱者)は出寄留・入寄留を含まないで1邸3(嘉永6)年 1739軒9419

人うち男4刷人、女錦59人と書き、『村垣淡路守公務日記』でも 1邸7儲致4)年初75軒 10179人

うち男錦話人女臼54人と女性が多1t'0武家・商家の妻や娘たち、息子に伴い江戸から見胸に来て 18田

信致 3) 年『箱館日制を著した三田才棚尼のような刻生もいるが、多くは下働きの女性、東.~tJ組

方から渡海した「松前稼ぎjの女性、箱館に流れてきた女性、積藷汝・帆縫女・飯盛酌取女等々遊女

になる女性も多かった。
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1854笛致:Je)年、日米帯損条厳粛蹄機の4月、箱館に入港したペリ}艦隊←符は、各所調査・爆

買後、「老若に拘わらす鴻人ども一切j外出禁止の中、新子寺で山之上町茶屋抱え女 3人の撮影を奉

行所から許可された。

1857舘激4)年アメリカ貿易事務官ライスが来航し、居留蝿設置も決まらないなか「衛戦所」に近

い浄玄寺に住み込み女性を要求し~同年日米協約、日!蘭・日露追加条約が締結され、箱館の翌年

貿易関糟掛決定した。翌1蹴年1月、山之上町料理茶屋丈吉抱えたま 21歳が給金1カ年130両でラ

イスに引き渡され、同時に箱館新子は貿易開港に備え山之上町「茶屋渡世Jに f売女護世jを許可し、

ィ、宿金蔵宅を異人休息厨倶人揚齢として幕府公認の f箱館山之上遊廓jが成立した。大門の左右

には黒板塀をめぐらす在戸吉原を模したもので、函館市中央図書館蔵の絵図や1回髄開繍強調蔵

f箱館廓の図jでは赤く描かれた3階建て異人揚屋は異彩を放ち、海からも陸からも目立ったという。

1鰯年 f元治二年箱館新購遊女屋細見一覧」では遊女屋お軒、異人揚屋1軒、会所・見書各1、遊

女3却人、男芸者5入、女芸者113人である。私掲は見つけ次第山之上遊購に引っ張られ、新設の遊

廓で営業させられた 1871(明治4)年9月、切見世長屋火事から山之上遊廓はほぼ全滅した。

西部地区に、続いて成立した「蓬莱町道購jおよび釧遊廓指定地

1872 (明治5)年、明治政府は学制を公布、マリア・ルーズ号事件を機に『娼妓解放令Jを布告し

たが、函館では解放後国元に帰った女性はわずかで、前年 10月から東の町i士背Lだった「替地J2 

万余坪の地に恕然と f蓬莱町遊廓jが誕生した。

「十字省j次の電停「当5剛TJ(f日蓬莱町下車嶋田屋嘉兵衛銅像jや「高問屋屋敷跡j も含め

た周辺一帯が遊廓地域で、阿国厳重独案内商工函館の魁J(画館市中央図書館蔵明治 18年新子)に

描かれたスケッチ2枚は当時の雰囲気を伝える。

サ 4清食i

東京以北有数規模の遊廓で台町遊廓と合わせ1蜘(明治31)年、貸座敷町軒、芸妓151人、娼妓

倒6ん同年蓬莱町遊廓丸仏様の娼妓甑井フタが自由廃業を求め裁判を起こし、 2年後の大審院事朕

勝訴は各地に大きな影響・勇気を与えた。明治40(1ωη年の大火で2遊廓とも焼失した。

「大義遊廓J

f函館鵬首j次の電停「松風町jはかつて「対輸jと附おも大森遊購入り口に大門があった。明

治 40年の大火後に成立、大正・昭和の戦前・戦後も続き『売春防止法j脳Tで営業停止したがまた

の機会にする。往時，~(j髄ーの人口を擁した“f大画館j その光と信'ぽ函館市史』第3巻より)の

陰を担った働く対生たちを偲びつつベンを捌く。(酒井事子道南女性史研究会)
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例会参加者のひとこと感想

今日はありがとうございまし丸大阪生まれでありながら、無関心に過ごしてきたことを恥じる思いです。良い勉

強になりました。 梅本咲子(奈良女性史研究会)

伍賀さんと樋上さんのお話がリンクしてないようでリンクしていると感じまし丸勤労婦人聯盟の方々 と、樋上さ

んの耕ぺている制掛同年作ですね。とても興味深く感じています。 氏平和美

極上さん的は大阪においても地方から働きにきた女工さんたちの悲惨な実蜘まあったという貴重な報告を聞

くことができた。伍賀さんからは大阪における鞍後の女性労働者の活動について詳しく聞くことができた。労働運

動史は男の歴史としては多くの資料や出版物はあるが、女f釘』ちの活動を掘り起こし、本として残したことの意義

は非常に大きいと思う。 蜂谷紀代美(フォーラム労働・女性政策・ジェンダー)

会員です。今回初めて例会に参加しました。大阪開催品、うことと、会員の樋上さんの報告もありましたので。

全国カも参加陸れているのに大変感動しました。私も大阪の大正期・昭京噸瑚の紡績女子労働者を研究していま

して参考になるかと参加しました。今後も地域女性史研究会に参加して私の研究に活かしたいと思っています。

作田;孝子(大阪刻生史研究会)

女たちはなぜ主婦化していったのか。それは劣悪な生活環境にあったから。それを象徴しているのは現況死

亡率の高さが示しているということが、なるほどと納得できた。現在のアジアや南米などの状況に近いものが、明

治末期から大正時代の日本にあったわけで、それが日本第二の都市大阪だというカミら驚きだ。働きたくても家庭

を優先するしかなカ為った剣町」ちの閤難が乳児死亡率カも見ることができた。

大場小夜子{高麗博物館・朝鮮女性史研究会)

働く女性に特化した女性史研究は大変興味深いものでじた働く女性品、っても様々な分野、また主体的に働

くことを遺んだのか、政策的に働治されたのかにより、画一的に見ることはできないと思う。明らかな間違いは別と

して、それぞれの研究者の意見はひとつの考え方として認めるべきと思う。 f地域lの意味も改めて考えてみると

いいと思いまし丸 木下伸子(西東京市女性史研究会)

女子労働と乳児死亡について時代の限定をして全国調査と地樹生を考慮した研究が必要かと感じました。内

閣統計局のデータは労働者のみを対象としたものではないと思います。労割削合は全国組織と地方組織の違い

等も資料こ入れると地方色が出て良いのかも、と思いまし丸 尾崎恵津子(奈良剣生史研究会)

地域女性史研究会が大阪で開催されたことはまず心からうれしいことでした。地道に長年積み重ねてき

たことがこんな形で確認しあえたことは大きな喜びです。大阪のメンバーもそれぞれの研究のやり方で自

らの成長を確認できる機会になりました石月静恵さんの長年のご指導にもこの機に感謝したいと思いま

す。大阪のグループだけでやってきたことがこうして地域女性史研究会か鳴を占められたことを確認で

きたことを誇りに思います。樋上さんの研究成果を地域女性史研究会でこのように報告できたことを喜び

たいと思います。伍賀さんの報告は今までの大阪の女性運動の蓄積として広めたいです。

宮本英子り菰刻生史研究会)
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1交流のひろば | 
《地属又佳史研究会司弱卒紹介》

『西東京市の女性の開き書き集・年表地域を彩りはぐくむ女たち』

西東京市女性史研究会 2016年11月1日発行
水{山

本書Hま却13年新子の西東京市の女慢の聞き書き鯨女の幹と底力』に次ぐ聞き書き集である。話者13人の

生対抗相立、大正末昭和一ケ夕、戦時下とおおよそ3グループ。出生縦〉糊制・台湾・シャム(タイ)・朝鮮と、
戦時下ならではの父親の職業あるいは軍縮にあったことを示している。従軍看護婦として長崎の被爆者救護

の鞍争体験者を筆頭に、朝時下に少女期を過ご工、生討もたばかりだった彼女らは、戦後の平和憲法下の社

会に飛び出すことにな弘そこで高等教育を受け、女相参政権を行使し、自らの意思を貫いて結婚し、犠業

人としての道を切り拓き、子育てに地域づくりに行動した人生が葺瀕されている。巻末の年表「刻生とまちの

動き(1鰯~加16年.)Jには、聞き書きの参考になる資料もま珪れている。(海保洋子)

『樟波をくつがえすー岩手おらほのおなごたちー』 岩手対生史を紡ぐ会 加16年3月31日発行

加15年度岩手県立大学との地域協働研究の成果である。内容は全134頁で3章構成となっている。第1章

は「昭和三陸大樟波とその時代 J、第2章は聞き取り記録を中心とした「女f釘』ちのライフストーリー

『三度の樟般戦争を越えて JJ、第3帯主 f座談会の証緑 Jと総括a9t.d瞬舵掲載し刀、る。共同千憶

が記した「はじめに jと『むすび jによれば、加11年3月のf東日本大般的の地蹴会の復興を視

野に入れjた聞き取りでは、昭和三陸津波(19お年3月)と鞍争(アジア太平洋戦争 1931-1945)を体験した岩

手の女4町』ちが、地震・樟波・戦争で惨めに打ちひしがれるのではなく、強いカを発揮して生きてきたことを

見出したという。その発見がタイトノレの「くつがえすjの表置止なっている。

本書の執筆者は、何れも東日本大震災では被災の現状を目の当たりにし、さまざまな被災者支接活動や復

興計画の策定にも隣均、さらには却15年 10月に岩手で開催された「全国女性史研究交沸のつどいJの実

行委員会のメンバーにもなっている。「支援・復興活動j左『つどいj開催時η取り組みを通した発見や抱えた

課題を、女樹」ちの歩みに駒添って実験された歴史民検証の試みは貴重な成果である。 (11劇淑子)

『繭佐原発、その先一女樹こちの桝如実践と恩組一』

早川紀代.t口和昭子編 街喋の水書房 却16年9月9日発行

本書は、総合女性史学会に所属する事嘩者9名が、東日本大震災、福島原発事故後、原発への関心が希

薄であった点を胸に抱きながら5年間さまざまな魁臓を重ねてきた成果である。

第1部は、原水爆禁止運蜘も原発の船上を求める軌踊を追った人々を取り上げた、①『広島市立高等女

学校原爆慰霊碑の表象をめぐってJ(泊車胞子)、②『第五福竜丸のピキニ被災と母親大会・久偽同ずJ(小

和田美智子)、③f被ぱくと男性ーピキニ被爆者・大石又七の軌跡ーJ(石崎昇子)、@r非核の世界をめざし

てー草の築会斎藤鶴子の軌跡:J(永原和子)、⑤f原水爆禁止運眼目bも反原発へー高度経済成長期のf主

婦連合会Jの動きにみるーJ(山村淑子)である。

第2部では、原子力発電賓の建設に反対し、建設を食ド止めた、あるいは建設を許じた3か芳初地跡η運

動を個別に取り上げた、①『いのちとくらしとふるさとを守る一鳥取県青谷・気高原発限止運動を担った地域

婦人会-l(金子幸子)、②fいのちの未来に原発はいらない一能畳半島の反原発(志賀・珠測)運動と女性

-J (海保洋子)、③f自分たちの町のことは自分たちが決める一巻原発反対運動と女性-J(早川紀代)であ

る。

第3部は、①f原発をめぐる最近の動向一新聞報道によるーJ{宇野勝子}、②本書関連年表〈海保洋子作

劇であり、砂防原水爆・原発関連の出来事を記した年表により、よりま輔鞘糠まる。

未だ福島原発事故の検面あ進まない中、原発再稼働η動きに警鐘を臨す木である。 UI崎俊子)
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(お知らせ伊
《地域女性史出版情報》

会『濃として 市助史どる調布の女性史』 調布の女性史編さん委員会編調布市 2015.11
女「北海道刻生の戦後70年伝える・生きる一戦後を生きた女性たちか6t.>1.としたちが今受け継ぐものー

女性プラザ祭 -2015 トーヲセッション報告』林恒子ほか『開発論集第98号』北海学園大学開発

研究所 2016.9
食会報『さねさし l14号さがみ女性史研究会 2016.12 

* w自由時間lNo.14つむぐの会 2016.12(r戦争遺跡東京陸軍少年飛行兵学校跡地を行くJr下馬

生協・主婦たちの挑戦j怠どJ)

《第12回全国女性史研究交流のつどいin岩手報告集》

『報告集次世代に受け渡す女性史をl(遠野・大槌・宮古 2015.10.9 -11)カt完成・送付され

ています。

《例会での出版物の展示・頒布について))

例会当日出版物の展示・頒布をご希望の方はどうぞご持参ください。ただし、頒布については、持参した方の責

任て滑ってくださるようお鳳，、します。

《各地の女性史研究会の情報》

女総合女性史学会大会 日時 2017年3月26日(目)10:30-17:∞17:∞-17:30懇親会

場所昭和女子大学

テーマ 働く女性はどうえがかれてきたか

報告古作一考古資料からさぐる働く女性の姿 (菱田淳子)

中世一指肋寸Lた働く女性たち (斉藤研一)

近世一括世後期一名主家の日翻こ見る農村女性の労働と休日 (青木美智子)

近代ーく大東亜戦皇国婦女皆働之図〉にみる働く女性 (吉良智子)

女オーラル・ヒストリー総合研究会第37回例会

日時刻17年3月11日(土)13:却-16:却 東駒ィメンス.プラザ視聴覚室

テーマ スベトラーナ・アレクシェーピッチを読む

『チェルノフイリの祈り](小田倉正子)W戦争は女の顔をしていない](戸HIトモ子)

コメンテーター折井美耶子
-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.......・・・・ a ・・.......・.........・......・.......................... 0 ."_0_0_0  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・...・・・・・・・..司..-.・・・・・・・・・.-.-.-.-.-.--.・・・・.-.-.-.-...-.--.--.--.--.-... .-........... 

〈備議後部

*紙幅の関係で大阪例会の会場の様子を寸分載せられませんでしたが、沢山の方からひとこと感想をい

ただき充実した頁になったと思います。これからもご感想をお寄せくださしも (JII寄俊子)

*映画「未来を花束にして」を観る。先導者でなく女性労働者の視点からの婦人参政権運動。原題 fサ

フラジェットj は日本流にいえば「赤い気焔j 方、女たちの闘いをぜひ蝿腸で。~佐藤ゆかり)

* r赤い気焔Jといえば、やはりおよそ 1∞年前、青轄社に集った女性たちが、 f赤い気焔を吐くj と

調融・多様されました。原題『過激な女恒参政権論者j と邦題の違いは何? 大阪例会参加の井上とし

さんの感想「女性史は、もっと戦争と女性を語らねばならない…Jを噛みしめています。(宮崎泰子)

地域女性史研究会会報ーここκ生きここを超えるー 第9号 2017.2.7 

会員募集中! 連絡先代表〒1日制72 世田谷区祖師谷5-37-22 折持美冊子

年会費2CXX)問 e-mai I αn i yako@y j 9. 50-マ1et.ne. jp 

力ンj寝腿します! 事務局 e-mail yαJUt縛Droof.∞九 ne.jD tl尉淑宰
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********************************************************************** 
地域女性史研究会 第3回総会・第8回例会のお知らせ

アジア太平洋戦争末期の 1945年 6月、沖縄戦の組織的戦闘は終わった。収容所に集め

られた女性たちは、 9月、市会議員の選出のための初めての選挙権を行使し、米軍のもた

らした f民主主義jのありがたさを味わった。しかし米軍上陸以来、強姦事件は止むこと

はなく、女性たちにとろて“新たな戦争"が始まっていた。 1952年 4月、サンフランシス

コ講和条約の発効によって日本は独立し、沖縄は米軍の施政権下に置かれた。日本国憲法

の及ばないなかで女性たちは『新民法j適用運動を繰り広げ、また沖縄入の f人権Jを認

めない米軍と長年対侍してきた。 1972年の日本復帰後も沖縄の女性たちは日米の政治のは

ざまで翻弄される米軍基地問題にジェンダ}の視点で向き合い、きょうも「軍事基地はい

らないj と声を上げ続けている。沖縄における女性たちの歩みを報告する。

「参加ご希望の方Iま、事務局山村または折弁まで (8頁参照)メールでお串し込みください。 i
十また、終了後交流・懇親会を予定(約1時間)しております。こちらも合わせてお知らせください。 I
ド事前申込みなしで当日参加も可能ですが、できるだけご協カをお履いします。 I

〈東京ウィメンズプラザ)

渋谷区神宮前5-53-61 TEL 03-5461-1711 
. JR.東急東横線・井の頭線・東京メトロ副都心線

「渋谷駅j宮益坂口から徒歩 12分

・東京メトロ銀座線・半織内線・千代回線「表参道駅j

B2出口から徒歩7分

・都パス(渋88系統)r渋谷駅Jから 2つ目

(青山学院大学前)パス停から徒歩2分



【第7回例会報告】 2017.3.5開催

練馬区立男女共同参画センタ}え}る 2階会議室

関喜久子の日記にみる維新・変革の位相

宇佐美ミサ子(総合女性史学会)

はじめに

幕末から明治にかけて激動の時代を生き齢、たある商家の万自の日記を通して、地域の歴史

を探ってみる。

その対象の地域とは、私が居住する神奈川県小田原市(旧相模国小田原宿)である。

商家の万自とは、質屋を経営していた関善左衛門家の母喜久子のことで、以下、具体的に報

告したい。

日記の位置づけ

関善左衛門家は、江戸中期より、幕末・維新期を通して、有力な商人で、名字、帯刀を許さ

れ、宿経営に携っていた町名主で、町行政にもかかわり、藩主へのお目見えも自由で域内に入

札下級藩士たちと雑談に興じている。在郷商人の台頭しつつあるなかで、「負けてはならないJ

とばかり、小田原宿を繁栄させようと、城内の動向をメモしては、宿内に情報を伝えている。

政治はもちろんのこと、経済、社会の動きなど、つねに筆と紙を持ち歩き東奔西走している。

いま流にいえば、「情報魔jであろう。

さて、上記のような側面を持つ喜久子の「日記Jから、なにが見えてくるのか私は下記のよ

うに読み解き位置づけた。

①幕末から維新期にかけての変化への対応。

これについては、箱根戦争前後の様相を細部について詳細に記録する。

②旧体制から新体制へと転換する社会の動向と、小田原宿内の民衆の心性・意識の変イじ

すなわち、旧体制が崩壊しつつある渦中で、地域民衆の不安と心理的状況を、日記と

いう媒体を通して客観的に記す。

③優柔不断の小田原藩の動向を記録。

つまり、時代の流れに右顧左阿する藩主、支える家臣団の胸中をメモしている。

④明治新時代の政治・経済・社会への変化の対応の早さ。

ここでは、質屋経営者としての感覚がつぶさに読み取れ、経済人としての喜久子の意

図が理解される。

⑤学問へのあくなき情熱。
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ここでは大原幽学の著書に共感し、実学的経営者の感覚的要素が、日記全般を通して

汲みとれることができょう。

以上、数頁の日記から、喜久子の全体像を捉えることは、不可能だが、幕末・維新期におけ

る一地方の一人の女性、つまり、女性としてのアイデンティティーの形成された「明治の女性」

の片鱗が多少なりとも明らかとなる。

まとめにかえて

以上、小田原宿(現神奈川県小田原市)における一商家の刀自に、時代の変革期における本

人の生き方と、彼女を取り囲む社会とのかかわりについて概略したが、女性は必ずしも「一歩

さがってjなどというイメージは、この際、払拭させた方がいい。良妻賢母をたたきこまれて

きた私のような脳天気な者でも喜久子の生き方に触れ、あらためて、歴史のなかに生きる女性

たちを、既成観念で捉えてはいけないと痛感した。

城下町という身分制の基底に裏付けられた厳しい格差の町システムのなかで、地方行政にア

クティプにかかわり、その一翼を担っていたこと、そして、その限られた位置にあっても自由

な発想と、発言をする喜久子を私は評価したい。

(例会の様子)
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幕末維新期における農村女性の村政参加

一寄合・入札を事例として一

青木美智子(総合女性史学会)

近世の女性ーとりわけ農村の女性たちーは「政治から最も遠い日常lこいた」とされるが、実際は

どうだ、ったのか。本報告では、柿土会における政治自情動の場である村役人選定のための寄合・入

札を事例として、幕末維新期における樹故性の村政参加の状況を明ら州こする。また「明1錦脇町

とは何だ、ったのか、女性の政治参加という側面から考えたい。

村歌にかかわる女性たち 関東甲信地方の自治体史を中心に、村役人選定にかかわる文書試寄

合・入本L)から女性の名印がみられるものを抄出したところ、栂州・武州・甲州・上州・信州と広範

な地域にわたって 27例を得、各地域で村投入の選定に女性がかかわっていた様子をうかがうこと

ができた。彼女たちは「家主」として村の構成員に加えられた者たちで、多くは後家・無高と社会

では矧立にあったが、その発言ヰ有動は男性に伍して堂々としていた。女房が、男性家主に代わっ

て寄合に参加したり名主に訴願する事例もみられ、 M ，女性たちは村教の場近くに在ったことが

わかる。地域によっては、家主は女性でも男性名を「家名」とするなど女性名が表に出ない場合も

あったが、武州入間郡赤尉ずでは、領主が村自治を容認する一方、百姓の実態把握に努めたことか

ら、菊葬、の女性家主の名印が文書に記されるようになった。

赤尾村における女特家主の村政参加の事例から 赤尾崩キ

キ坊文書に女性名が多く発現し、女性家主も寄合に参加して発言し文書に押印するなど、政糊桁

為を行ったことが知られる。

く嘉永4年 f組頭・百樹tの選定'J> 嘉永4(1851)年の「組頭・百姓代の選定」の際には、

たびたび聞かれた大寄合の席で選定方法や川霊について意見が交わされるなかで、勘六後家・清八

後家・留五郎後家・茂吉後家・せん・やすなどは、他の男性メンバーと同様に自らの推挙する候補

者名を挙げている。 8月8日に入札が行われた入札に先立って、惣百姓合意の議定書 f入札ニ付

為御受連印之事Jに各自が印形を押印したが、百姓 139名のうち 19名いた女柑家主全員が押印し

ている。その後、短冊型に切られ角印を押された縦16.2cm、横3.8個の白札に、あらかじめ用意

された合印帳の名前の上に各自の印形を割印し、その札を投票用紙として入札傑記名投票9が行わ

れ丸林家文書中にはその時の入札の実物が残存する。印形を照合することによって、女性各人の

投票用紙を特定することができた。自筆で推薦人名を記した者が 11名。彼女たちの筆致は男性の

それと遜色ない。推薦人との関係を鑑みるに、入札にあたっては村内のさまざまf，cl育報や情況を勘

案し、自ら劇愉主体として人選していることがわかる。 3名にっし叩訴しが見当たらないが、白

札を投じた5名は先の議定書通り「適切な推薦人がいないため全体の意向に従うJとの意思表示で

あった。女性が家主として村相会で生きぬくためには、近隣五人組号事携編渚との紐帯を強め、公

私にわたる多様な人間関係の構築が必要であった。女性家主たちはたびたびの寄合に参加し、村役

をめぐる対立・駆け引きそ吃酬のなかで、自ら意思表示せざるを得ない場に直面し、さらには村内

外のさまざま材育報に接することによって、男性家担司様の政治的主体性を育んでいたのである。

<明治6年 f戸長・静l戸長の選出J> 維新政府の諸政策のうち、女性家主に直接かかわるの

は明治4(1871)年4月の戸籍法の制定(明治5年実胞であった。赤尾村では百姓戸数137戸のうち
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18戸が女性戸主であったが、女性はここに至って初めて国家権力から合法的に「家Jの代表者とし

て承認されたのである。行政機構が改編され中央集権化が進むなかで、村殺人の呼称も全国一律に

戸長・面l戸長と変更された。明治6年の戸長・副戸長の選出にあたっては、 17名の女性戸主が入札

(記名投票9に加わっている。残存する史料からは、女性戸主が男性戸主と同等に投票権を行使して

いる様子がうかがえる。村民男女が等しく投票権を得る日が近いのではないかとさえ思わせる。し

かし、明治初年のこの時期に「柿士会」は包車に変質し、惣百姓の合意を郷例とした近幽制自治

の基盤が失われてして。

<明治10年「村会議員選挙J> 明治 10(1877)年5月、埼玉県は咋抑T会仮規則Jを制定し

公選議員で構成する町村会を設置した r-u封鎖リjによれば、村会議員の選挙権を有するのは「戸主

ニシテ、正租若干ヲ直納スル者」であって、性別の規定はなかっt4， 赤尉ずでは明治 10年 7月に

村会議員選挙(記名投票9樹子われた。林家文書中に、「赤尾村役場」の朱印が押されたその時の投票

用紙が残存する。しかし女性の投票者は皆無である。選挙から女性l胡験されたとみられる。翌々

年、明治 12年 9月に埼玉県は「町村会規則」を布達したが、町村会議員の選挙権は土地を所有す

る 20歳以上の男子に限られた。女性に尚聾挙権が与えられないばかりか、女性戸主から既得の選

挙権が奪われたのである。

幕末維新期における女性の村教参加 近世絵における女性のありょうは峨差が大きく一

言で論ずることはできないが、それでも幕末維新期(天保改革後~明治 10年頃)には、各地で女

性の活動が表面化し、政治的活動にカ功ミわる女性たちも相当数存在しむ村の構成員であれば、財

産や身分・男女の別なく等しく寄合・入札に加わったのである。「明治維新Jは新たな時代の到来を

瞬間感じさせたc しかし維新政府は徴兵令・地租改正条例を発し、やがて欧米諸国に倣った富国強

兵策により、上からの国家機構整備に努めることになる。

明治 13(1槌0)年 4月、国は「区町村会法jを制定した。選挙権には性別を付すことをしなかっ

たので、改正までの聞には高知県の上告前・小高坂村のように女性戸主に選挙権があった地域もみ

られた。しかし明治国家が本糊旬こ中央集樹弛方行政を目指すなかで、明治 17年には「区町村

会法」改正によって地方議会の選挙権・椀聾挙権ともに「男子Jに限られ、女性の政治参加の機会

は封じられてしまう。土地所有の少ない者や女性を政治から排除する方向に展開したところに、日

本の近代化の特質の一つがあったといえよう。女性が地方制台に正規に参入するのは 60数年後、

昭和22(1947)年になってのことである。

報告後の質疑・討論において まず、女性のリテラシーや他地域での寄合・入札の事例の有

無などの質問があった。それに対しては、参加者から詳細で具体的な補足意見が出された。論議の

焦点となったのは徴兵制と「家j・参政権のかかわりであった。報告の意図は、近世では武士階級が

軍事権を独占したが、徴兵令によって国民(成人男子)皆兵が企図されたことの重大性を強調したか

ったのであるが、「徴兵制と選挙権をストレートに結びつけることは疑問Jr近世と近代では家族の

関係性が違う、近帥句家族の崩壊が近代的「家J制度の再編につながるj等々の活発な意見交換が

なされた幕末維新期に「家族のありょうが壊れていくとき、そこに女性の介入する余地があった」

とする意見も貴重であっt4，

幕末維新期ー近世から近代への過渡期ーにおいて女性は多様なありょうを示した。近代に入って

女性の参政権は封じられてしまうのであるが、それは何故なのか、射台参加を求める女性たちの運

動を探るとともに、多面的な研究を積み重ねていくことが必要であろう。
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j 例会参加者の感想 ; 

宇佐美・青木報告を聞いて恩ったこと

菅野員Ij子(近世女性史研究会)

近世の報告があるとのことで、はじめて参加、宇佐美さんと青木さんの2本の報告を得た。報告

の概要を述べる余裕はないので、感想を述べることで責を果たさせて頂きたい。

字佐美報告から:ひとつは、素材とされた「日記」について、多くの質問が出されていた。この

ことは、歴史叙述に際し、史料が如何に大切かという事の指摘であり、「史料論」の重喪性を更めて

喚起させられた。ふたつには、報徳(尊徳)仕法で藩政が立て直された小田原藩の足下で、大原幽

学に関心を持つ人埼玉少なくなかったこと、そして尊徳・幽学二人の「教えJが「融合jしたという発

言に思ゐ明ムの心は動いた。確州こ尊徳も幽学もともに勝機興を目指した「老農Jであったが、

その辿り方は対照的である。「農民Jから出発して「武士Jを志向した尊徳 f武士身分Jを離れ、

房総の村落に入り教化活動に専念した幽学、異なる志向をもっ二人の「教えJが小田原の地で交わ

り「融合Jしたという。一体どのようにぶつかり、「融合j していったのか、「老農j に関わる事柄

に関心を持っている私にとっては看過できない発言だった。報告は「融合Jと捉えていたが、その

「融合Jの内容にもっと追っていくことが必要なのではないか、農村復興を目指すという点では同

じだが、その実現のさせ方は異なる。尊徳と幽学の二人の絡み合いをどう捉えていくのか、私の中

に火が点された。

青木報告から:詳細な史料の分析から女性の「政治参加」の実態を描き出し丸報告が示した事

実は何を意味するのか、勝手に思いを巡らせた。報告者のウエイトの置き方とは異なるかも知れな

いが、示された事実、すなわちそこでの女性の参加は、農民家族、とくにその構成のあり方が大き

く変化していた時期でのことで、あくまでも「制限付きJであったことを確認しておかなくてはな

らなし九しかし、それは確実に従来の閉塞を打ち破るものであったけれども、その芽は必ずしも順

調には育っていかなかった。何故れ新たな芽を成長させていくには、それを育てる素地が必要で

あったが、その素地はまだ充分には…・・・などと。

もうひとつ、報告は、嘉永期を中心とした検討結果から、果敢に近代を見通そうとされたが、そ

こには少々無理があるように思えた。何故なら明糊雀新を境に、その前と後とでは相会の仕組みが

大きく劉けるから。近世から近代へかけての一番の違いは、「身分制担会jから「四民平耕士会J

への転換があること。農村社会での「事実Jをもって、「身分制Jを取り払い武士を含み込んだ薪た

な担会を見通すには、それなりの仕掛がなければならない、ではその仕掛とは…・・これまたあれこ

れと思いは巡る。

二報告ともに相模、武臓という「地域jをベースになされたものであったが、この「蝿蛾Jをど

のように一般化していくのか、「地域Jと「全体」とをどのように関連づけていくのか、その関連づ

け方も近世と近代とでは異なるだろう。時代と地域、それらを考慮しながら更めて「地域Jという

ものを、そして「地域刻全史Jの意味と役割とに思いを馳せたひとときでした。

言いたいことは多々あるが、報告に接して、私なりに気になったことのー制3を記してみTら報告

された方々の意に沿ったまとめをすることができずの勝手を許されたい。
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商家・農家女性の政治経済活動とその参加

春伽(特療川大学大学院)

初めに、宇佐美ミサ子先生の「関喜久子の日記にみる維新・変革の位相Jから感想を述べたい。

幕末から明治にかけて、小田原藩で生きた商家の女性関喜久子の日記を通して、変化する柾会や

民衆の対応、思想の変容などを発表された。

喜久子の日記には劇台・経済などのお主は確認出来るが、家事育児の輩出金は存在しないという。

これは喜久子の商家の女性という立場によるものも関係あるかとは思うが、幕末・明治に一人の女

性が地域行政に積極的に関わり、明確な意見を持っていたことが反映されている。私は喜久子の日

記に確固たる自己を持つ刻主の生き様を垣間見ることができた。

また、私事ではあるが、宇佐美先生の「宿駅制度と女性観lト買われた性・飯盛女Jを拝読させ

ていただき、 I寧な史料分析と考察に大変感銘を受けた。今回の研究会では鶏繋にお会いすること

ができ光栄であった

次に、青木美智子先生の「幕末維新期における勝怯性の村政参加守合・入札を事例としてーJ

の報告。棉士会で日常を過ごす女性たちの肘館情動(村敬参腕を明らかにし、さらに、農村女性

にとって明1餓鶴庁の意味を報告された。

明治6年"'12年にかけての川越藩並びに埼玉県の選挙権を、女性の入札を切り口にまとめ、いか

にして最終的に男子のみに選挙権、被選挙権が与えられたのかが、時系列ごとに整理されていた。

さらに報告内で、の投票権を持った女性の特徴や、他藩での女性の投票権がいつまで確認できたか、

など聞き応えのある内容だった。

幕末・明治では、藩が県になり、政治のあり方が激変し丸そのなかで、今まで女性が所有して

いた権利が奪われ、女性の立場も変化したことがより明確となった。

両者の報告内容は、商家並びに農家の女性の政治経済活動へ参加する姿である。現在でも女性は

政治経済に疎いと，駅コれることもあるが、本発表から、積極酌に政治に関わり、自らの考え、主張

しようとする姿勢には性差は関係ないと改めて実感し丸

今回初めてこの研究会に参加したが、皆犠方問量かく私のような学生を迎え入れてくれた。また、

このようなスペースを与えていただき嬉しく思う。パワフルな皆様の意見4交換と真剣な眼差しに人

生経験の差を痛感した。今後の研究会では意見交換に積極的に参加することができるように力を蓄

えた凡また、もし機会があれば私も是非発表したいとも考えた。

林
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お知らせ

《地域女性史出版情報》

* r習志野の人とまち戦争の時代を生きて』習志野女性史聞き書きの会編 2017.1 
男性も含む聞き書きで、戦時下の習志野の時代と人、その後の変化などを明らかにしている。この

会の聞き書きは4冊目で、年表も含む丁寧なf宇りになっている。

聞き書きを行った会員たちの感想は、「戦争に行った男性たちが、重い口を開きはじめJたが、「戦争

の話は惨い。話す人は口ごもり、顔をゆがめ、涙を流すJと記し、「開き書きはむつかしいJでも「平和で

あることの大切さを次の世代にも伝えたしリと書いている。

* r MieHerstory ~ News Letter No.27三重の女性史研究会 2017.1.21 

黒川都史子さんの聞き書きを含む。

女『日本刻全科学者の会 NEWS~ No.120 2017.3 
第11回日本刻全科学者の会学術大会並びに新春ンパザュウムの報告

*r女たちが立ち上がった関東大震災と東京連合婦人会』 折井美耶子・女性の歴史研究会編著

ドメス出版 2017.3.8 

《各地の女性史研究会側育報》

*オ」ラルヒストリー総合研究会第38回例会

日時 2017年6月11日(日) 13:30......16:初 場所 東京ウィメンズプラザ視聴覚室

テーマ 「ヒロシマは、終わっていないJ

講師 村上啓子さん(ヒロシマスピークスアウト)

《図書コーナーの設置》

5月 14日の総会・例会会場で図書コーナ}を設けますので、研究の成果を無料、有料にかかわらず

お持ちください。休憩時間に販売いたしますが、持参された方は、各自責任をもって管理してくださし、
-・・..•..... .•..... . •.•.•........ .•. .•. ' .0 ・......•• .•.•.•............. .•.. .•.......... .•.. ..........・・・・・
r~TTT~TT'TTTT~TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTττττ ，....，.....，... τττττ.-.-.-.-.-.-- ，--.-.-.・・・・ '7TTTT'、守、

〈備議後紛

* rソ満国境 15歳の夏」の上映会を、 3月に杉並刻由童体連絡会主催で行いました。原作者田原和

夫さんは、 72年前実際にあった事実を伝えたいと本にしたそうです。過去に何があったか、そのことが

なにを意味するのかをきちんと学びたいと思いました。(小野良子)

女近世史で地域女性史が成り立つのか、と疑問を持っていたという方が参加され、少々納得がいった

のでと入会してくださった。ゆくゆくは中世史、古代史の研究者の報告が聞ける日が来るかもしれない。

山田火砂子 (84)監事何乍品、唯一小林多喜ニの母の物語jを見た。三浦綾子の小説「母」の映画じ

多喜二を心から信じ、愛し、懸命に生きぬいたセキの半生を、寺島しのぶが好演している。 01惰俊子)

女今回の例会は、最初予定していた会場が確保できず、委員が手分けして様々な会場を探し、ようや

く開催にこぎつけました地域の男女封司参画センターを体験できるよし暢桧ともなりましたが、会員

の皆様には、こ不便やご迷惑をおかけすることもあったことお詫び申し上げます。(佐藤ゆかり)

女 f地域対生史研究は近現代に限定されるものではなく、視野を前近代にまで広げる必要があるJと

の折井さんの言葉が今回の宇佐美さんと青木さんのこ曹長告をお聞きして、胸に落ちました。幕末維新期

の女性たちと今の私たちが繋がっていると実感、歴史の面白さを再確認する場となりました。(宮崎繋子)

地域女性史研究会会報ーここK生きここを義えるー 第加号 2017.4.6 

会員募築事! 連絡先 ft表干157-剖，72世田谷区祖師谷5-37-22 折井美耶子

年会費2CXX)円 守閣iI側 ivako@vj9.so-net. na jp 

カンj犠腿します! 事務局 制隔iI y'OITI.lte@proof.∞:n. ne. jo 山村淑子
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高度経済成長期日本各地で発生した公害に、女性は様々な形で向き合ってきました。今回の例会で

は、開催地四日市と三島からの報告を聞き、今後私たち絢献にどのように働きかけていけばよいの

カ考え合いたいと患います。三重での例会です。みなさまの積極的なご参加を期待しております。

〔…は一一 (8J(O)メール鳩山ゆまた…lこJ
四日市公害について学ぶオプショナル見学舎を開催します (8.・・1).こちらの，加も合わせてお知らせください。l
事前申し迅みなしで当日.摘も可能ですが、できるだけご也カをお顕いします...J

tU・t_  
t‘a・司副伊;(じばさん三重) 059-353-81∞ 

〒51(}叩 75 三重県四日市市安島1丁目 3-18

、
、・・ー、

g 
s--・り

i圃

梨

、怠 5
04r' 

議事
;;:O~ 

.. ・e
r150Oe三;e. ・・禽亀

近鉄四日市駅下車徒歩5分 C名古窟より特急で約30分)

i:.・*・
円E

，...誕・
※ JRからは、徒歩約30分かかりますユ

お車の方は、 JAパーキングを.:.'"fIJ用くださし、。



【第8回例会報告】 2017.5.14開催 東京ウィメンズプラザ第1会議室

「沖縄・起ち上がった女たち~日米の政治のはざまでj

沖縄女性の戦後史ー

宮城 晴美(琉球大学ほか非常勤講師)

敗戦後の 27年間に及ぶ米軍支配を経て、沖縄は 1972(昭和 47)年 5月 15日、日本に復帰

した。しかし、県民の要求した米軍基地の「即時無条件全面返還Jは実現せず、現在なお在日

米軍施設の 70%余りが沖縄に集中している。いや、そればかりか、新たな基地すら造られよう

としているのだ。米軍基地があるが故に、とりわけ女性の人権は蝶期され、法の及ばない米軍

を相手にどれだけ多くの女性たちが泣き寝入りを強いられてきたこと方、日米の政治に翻弄さ

れながら、それでも沖縄の女性たちは起ち上がった。敗戦から 72年。女性たちの足跡をおお

まかに紹介したい。

‘新たな戦争、のはじまり アジア太平洋戦争末期の 1945(昭和 20)年 3月 26日、米軍

は慶良間諸島上陸を皮切りに次々と沖縄を占領し、戦場をさまよう住民を収容所に、保護、し

た。ほとんどが女、子ども、年寄りで、なかには孤児・孤老約 14∞人も含まれていた。直前

まで、大日本婦人会会員として国策に荷担してきた女性たちが自然発生的に集まり、今度は住

民間の相互扶助を目的に婦人会を結成した。

そして9月 20日、「市」と命名された 12の収容所で、市会議員選挙が行われ、はじめて、

女性にも選挙権が与えられた。親族を失い廃壊の中に生きる女性たちにとって、男性と対等の

選挙権獲得は大きな希望の光となった。収容所では、米軍は傷つく人々を手当てし、また大勢

の難民に食糧を与えた。「鬼畜米英Jの、、親切心u に住民は驚きを隠せなかった。ところがその

一方で、米兵によるレイプ事件は後を絶たなかった。相手は銃を持っており、助けようとした

男性たちも殺された。 、新たな戦争、のはじまりだった。女性をめぐる事件は増え続け、時の

沖縄知事は 1950年の朝鮮戦争を機に、米軍相手の「慰安所J設置に踏み切った。しかし、事

件が止むことはなかった。

新民法施行 1952 (昭和 27)年4月28日、サンフランシスコ講和条約の発効により、日

本の独立と引き替えに沖縄は米軍の支配下に置かれることになった。その 1年後、沖縄にとっ

て最も悪法といわれた「土地収用令Jが米国民政府(沖縄統治のための、米国政府の出先機関)

によって出され、沖縄の土地が次々と米軍に奪われていった。

反対しても無駄とあきらめた男性たちの「円満解決j の報道に対し、女性たちは反対運動に

起ち上がった。米軍の言いなりになった琉球政府に子どもをおぶって押しかけたり、座り込み

を続けて土地接収の反対を訴えた。突然現れたブルドーザーの前に子連れの女性たちが立ちは

だかり、米軍から銃剣を突きつけられながらも男性たちとともに抵抗を続けた。アメリカは民

主主義の国と信じての女性たちの行動だった。しかしながら、力の差はあまりにも大きすぎた。

米軍は容赦なく住民を排除、田畑をつぶし建物を破壊して広大な米軍基地を建設していった。

米軍の強攻策と相次ぐ事件・事故への怒りも加わって、 1956年、沖縄住民は「島ぐるみ土地開
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争Jへとカを結集し、米軍との闘いに挑んだ。

女性たちは米軍だけでなく、沖縄の男たちとも対峠した。米軍支配下の沖縄には日本国憲法

が適用されず、当然民法も家父長制をベースにした明治以来のままだった。婦人連合会を中心

に琉球立法院(現県議会)に陳情を繰り返し、 1957(昭和32)年1月1日、新民法施行にこ

ぎつけた。その日、運動をリードしてきた女性は「これで妻も人間に昇格できます」と喜びを

語った。

沖縄のフェミニズム運動 1972 (昭和47)年5月15日、沖縄の施政権は日本に返還され

た。企業や政党、労働組合など男性たちが中央組織に系列化(タテ)していくなか、女性たち

は物価闘争に明け暮れながらも、 3年後の国際婦人年を機に、国際的ネットワーク(ヨコ)を

築いていくのである。 76年にはじまる「国連婦人の 10年Jの期間、女性たちは沖縄社会にひ

そむ女性差別を洗い出し、山積する難閥解決にむけて運動を展開していった。その過程で、日

本の国籍法の墜に直面する。

当時の日本の国籍法は、父親が日本人でなければ子どもに日本国籍を与えないという父系血

統主義だった。そのため、米兵と結婚した女性が、妊娠中に夫がベトナム戦争で戦死するなど、

父親がアメリカ人と証明できずに米国籍が得られない、無国籍の子が 80人"'1∞人いるとい

われていた。女性差別の国籍法改正にむけて、女性たちは沖縄から声高に訴えていった。女性

差別撤廃条約批准のための法整備も伴って、 85年「父母両系主義Jの国籍法が施行された。

この年は「国連婦人の 10年J最終年でもあり、ナイロピにおける女性会議の NGOフォー

ラムに参加して帰国した女性たちの熱い思いを受け、 11月、「うないフェスティパルJ(座長・

高里鈴代)が開催された。「うないJとは沖縄の古語で姉妹(制旬:rhood)を意味する。主義主

張は異なっても、平和を基調に女性たちが集まった。講演会ありワークショップあり、舞台で

の歌や踊りもあって女性たちが燃えた一日だった。主催者は地元ラジオ局、那覇市、実行委員

会。ラジオは 12時間、女性のみによる放送を行った。こうした 80年代の女性たちの行動を、

沖縄のフェミニズム運動と評しても過言ではないだろう。

国際的ネットワークへ

「うないフェスティパルjで結束した女性たちの運動は、日米同盟をも大きく揺り動かすこ

とになる。女性たちは沖縄が日本に復帰してもなお、止むことのない米軍の犯罪に抗議の声を

上げ続けた。そして米軍の犯罪が女性蔑視の訓練のあり方や、アメリカ社会のひずみともいえ

る「貧困徴兵制j、米軍優位の f日米地位協定Jなどによる構造的な問題をはらんでいることに

たどり着いた。 1995年、高里鈴代さんを中心に北京女性会議のNGOフォーラムに参加した女

性たちは、「沖縄における軍隊・その構崩句暴力と女性jと題してワークショップを行い、米軍

による性犯罪の実態を報告した。

ちょうどそのころ、沖縄本島北部で小学生に対するレイプ事件が発生していた。帰国して報

に接した彼女たちは、怒りと涙で抗議の記者会見を開き、米軍基地問題を f女性の人権Jの視

点から告発した。そして、沖縄の実情を日本国内のみならず、ピースキャラパンを組織してア

メリカ社会にも訴えていった。彼女たちの運動は、やがて、同じ米軍基地を抱える日本や韓国、

フィリピン、プエルトリコ、グアム、さらにハワイ、アメリカの女性たちも加わって f軍事主

義を許さない国際女性ネットワーク会議jへと発展した。基地・軍隊がもたらす暴力、環境破

壊、植民地支配などの共通課題に取り組み、武力によらない平和と正義、持続可能な未来にむ

けてグロ}パルな行動を展開している。
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|例会参力暗の感想|

『持縄・起ち上がった女たち~日米の政治のはざまでj

枝松栄

宮城晴美さんの講演は、ちょうど歴史学者の鹿野政直さんを中心にした「日米樹立協定をよむ会J(4/8"-'6/3全5

回)に参加した時期に勝、たので、榊容わ基樹現題と女性の闘いの歴史をより真撃に受け止めることができた。

1949年生まれの宮城さんは、終戦力年3月に起きた?村尾・座間味島の「集団自決」について母の手記と親族等の証

言をもとに調査を加えた著書胸の遺したもの腕版2∞1年、菊徹2側年法刊行してIr~る。歴史を知らないと未来は

ない。 2度と戦争を起こしてはならないと、県の女性史の調査をしながら県内の大学て今牲に戦争を教える。

本講演では戦後における狩縄水性の闘いを時系列に国勝争ょ広がりも含めて語った。沖縄米軍基地では海兵隊

の存在は大きいと思われるが、その兵士に対する司嚇と繰りi亙される女性への蔑視の実態は現蹴もの報告として

重く受け止めた。 1鈎5年に起きた米兵によか少女レイプ事件を機に結成された「基地・軍隊を許さない行動する女た

ちの会Jでは、高里鈴代共同代表とともに榊電における性暴力を告発し闘いを紛すている。この会が件減したri特電・
米兵による女性へ側主犯罪(1945年.4月"-'2016年5月)Jには倒巴罪の事実訪埠ごとに挙げられ、先に述べた「よむ

会jでも参考資料として紹介されたゐ

f洞縄・起ち上がった女たち~日米政治のはざまで"'J宮城晴美さんの報告を聞く

本間重子

アジア太平洋戦争末期の6月、対輔戦η組縦鵠欄は終った。が、女樹」ちlことっては“新たな戦争"の始まりであ

った。そしてそれは現在も形を変え勝、ている。ということを、日米の政治のはざまで樹つれてきたことが、榊駄性

の戦後史を辿る報告で、あらためて認識させられたλ

米軍は住民を収容所に集め、住国土捕携となった中でも女学生たちは孤児約千人の先生となって働く。

9月には選挙権を得て、女性3人が立候補するが、落選主困難な中でも生活を守るための女性の組織活動があった

とのことには頭が下がった。

しかし 45年から米兵による狩欄女性への性犯罪事件、レイプが多発し刻生の人権を蝶慣する事件が続発した。

52年サンフランシスコ講和条約が発効するが、米軍の土地収用令により、住関ま土地を取り上げられ、各地で女・1釘」
ちの土地を守る闘いが績予九 72年米軍防も施政権が返還され、 75年国際女性年から刻釘とちの国勝悩車帯

の中で、95年9月北京で行われた世界会識の NGOフォーラムで、ワークショップ「軍隊・その構造的暴力と女性Jを

開いた与敗戦。も田年、長期ほったって駐留する米軍によるレイプカ戦く対輔の実状を明らかにした

米軍海兵隣わ女性蔑視教育は続き、女性の人権は脅かされているが、米軍優位の日米地位協定を改めさせる闘

いも、基地扇動η闘いも、女性の人権を守り確立する闘いとして、私たち自身がさらに取り組まなければ、と胸をうた

れた。

それにし対〉、「本おでの沖縄での闘いのニュース報道があまりにも少なすぎる!とマスコミに訴えたい。

持嚇匙η女樹こちの人権を守る闘いが、辺野古新基地建設反対運動と同じように、「持縄(地堀町を超えるJ闘いにな

ることを樹言して。

|ひとこと感想

1.沖縄の米軍基地を自衛隊と共用するという考え方は、誰が考えているのれ(アメリカか、日本政府

か、実現性のないことなのか。) 2.基地があることの経済効果を言われるが、官齢まうるおっているの方、

3.何十年も変わらな川t摘をどうにもできないくやしさ。 野々村恵子

持縄の戦後女性史がよくわかるお話でし丸戦後初の選挙権行使を f参政権lι思っていましたが、まちが

いだということがわかりました。 訂JliJ昭子

役員の皆犠のお骨折りに感謝申し上げます。会誌新Tは会費l側円値上げでは無理があるかとも思われます

が、その時ま再衡すすればよいと思いました。榊紡ことはみんなで考えなけれiかけなしL

小野塚京紅
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第3IQ総会報告 会館発刊と年会費破定力軍寓されました

2017年5月14日、第8回伊陰に先だって、第3回総会が開かれました。出席者39名。

倉元正子議長により、折升嘆耶刊憶をの挨拶に始まり、山村淑子事務局長から活動報告、続い

て加藤久美子(会計)から会計報告、そして山口美代子会計量査から監査報告があり、承認さ

れました。さらに活動計画が山村、予算案が矢野操(会計)から提案され、活発な意見交換の

末、発会当時から懸案だった会誌『地域対生史研究』の隔年発行が承認されました。

また、年会費改定の提案に対しても、建設的な議論が交わされ、最終的に、 1側円の値上げ

により、今年度から会費 3側円とすることに決まりました。これにより『会制が継続拘に

発行できる見通しが立ちました。会員のみなさまのご協力に感謝いたします。

現在会員数は117人です。 (2017/7/25)

..................................................................................................................................... 

第3回総会・第8回例会の様子

折財壊の検拶 倉元徹会¢機:IlD

活発な意見質疑応答がありました

岬 T槍誌の税関 力I藤働1報告) 矢野信例報告) 山口(鋪笠通。

宮城さλぷ湘告
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1交流のひろば | 
《地境女性史研究会司偏ふ紹介》

ムクグ

『女たちが立ち上がった関東大震災と東京連合婦人会』

折井美耶子・女性の歴史研究会編著 ドメス出版 2017年3月8日発行

本書は、関東大震災 (1923)で植災者救援に立ち上がった都市中間層の女性たちの動きに焦点をあ

て、 4人の事嘩者(折井美耶子・永原紀子・矢次素子・織田宏子)が担当別に叙述している。今回の

研究テーマの背景には東日本大震災・福島原発事故 (2011)そ根本地震 (2016)の実態がある。関東

大震災時の権災者女性救援と女性の自活を結んだ「二重救済jの実現など、災害と女性の生活に焦点を

絞った東京連合婦人会の具体的な動きが把握できる。「参加せよ、人道の道J(r宣言文j山川菊栄起草)

に示される実践活動畠程で生まれた東京連合婦人会の成立から解散までを、その変容過程も読み尉も

る年表句48-93)が作成され貴重である。構成は、①関東大震災を契機とした東京連合婦人会の誕生と

終駕に至る総論、信活動記録年表、③ミルク配り・布団、衣類づくり・権災者カード作成などの初期

活動、倒士会事業部・授産部・労働部・政治部・教育部など組織活動のま線、 e活動団体と関わった

人びと、⑥資料とつづく。貴重な研究の今後の発展に期待したし¥ (山村淑子)

f始まりはひとりからー練馬の女性たちの董嫌 総論鱒その四子どもの文化・担会教育』

練馬女性史を拓く会 初17年6月12日発行

練馬女性史を拓く会ができて、この2月で20年になる。この間、昭和30年代後半から 40年以上

にわたる練馬の女性だちの活動を追い、 6冊を刊行してきた。聞き書き 3冊(その- 2∞3年・その

こ 2∞5年・その三 2∞7年)を出版後は、それらと林光編『練馬母親連絡会発足満40年豆ニ

ュース発行満 20 年練馬の主婦たちの歩み/略年表~ (1鈎7年)や他の多くの資料を手がかりに、

総論編として、そのー(教育 2010年)、そのこ(福祉・保健 20四年)、その三(人権・平和・消

費者運動 2015年)を出版した。

今回はその四として、子どもの文化と社会教育を取り上げ丸内容は、「子どもの本と地域を結ぶね

りまの文庫活動J、「図書館建設運動と女性たちの活動j、「時代が必要とした『子どもを守る会~J、「と
もに学ぶ婦人学級J、「婦人学級で女性問題に取り組むJ、「家庭教育学級~親の教育権確立をめざしてJ

「保育室の歩みJについて、練馬独自の取り組みが丁寧に詳述されている。これらの活動や運動を、

他の地域と比較検討するのも有意義であろう。 ()II寄俊子)

『奈良創生史研究会 Vo1.l220周年記念号』

奈良女性史研究会 却 17年7月1日発行

奈良女性史研究会は、 1叩5年奈良県が発行した『花ひらくーならの女性生活刻編纂作業に協力したメ

ンバーで、 1996年1月に発足した。「歴史に学び、未来を拓くJを活郵趣念に、聞き取り作業、公開講座の開

催、会報・会誌の発行、フィールドワーク、研修旅行、他府県研究会との交流針Tってきた。
20年の歩みを振り返り、皆が最也印象に残ってb、るのは、発足10周年を記念して、2∞5年に「第10回全

国女性史研究交流のつどいh奈良jを開催できたことであり、全国各地に、地道に活動している仲間がいる

ことに、とても励まされたことだという。本誌は写真で綴る 20年の歩み、巻頭のことば、聞き書き(4名)、証蟻
編、会員のページ(寄稿・投稿・リポート・トピックス)が綴られホハる。なんでも言い合える仲間同士の思いや

りに支えられ、未来を拓く新たな一歩を踏み出した様子に、私たちも続きたいと思う。 ()I/寄俊子)
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会誌『地域女性史研剣投稿規定および執筆要項

第3回総会で、会誌『地域女性史研究』の発刊の提案が出され、承認されました。

それを受けて、編集準備委員会が運営委員会メンバーの重任により発足。創刊号の発行に

ついて協議し、投稿規定、執筆要項をまとめました。創刊号は 2018年 10月 15日に発行

の予定です。体裁はA5判、たて組2段、 80頁、 200部、隔年発行になります。

会員のみなさま、投稿規定と執筆要項をご参照の上、振るってご投稿くださいますよう、

お願い申し上げます。

_................................................................................................... 
投稿規定

1 地域女性史に関する研究論文、研究ノート、研究動向、資料紹介、書評、新刊紹介、

実践報告、交流のひろば、地域女性史に関する随筆、その他を募集します。

2 投稿原稿は、未発表のものに限ります。

3 投稿は、原則として会員に限ります。非会員の方は、投稿の際に入会の手続きをお願

いします。依頼原稿はその限りではありません。

4 研究論文、研究ノートについては、論文審査のうえ原稿締め切り後2ヵ月以内に掲載

の可否をお知らせします。

5 本誌は隔年刊行のため、原稿締め切りは発刊年の 3月 15日とします。

投稿希望者は前年12月末日までに、原稿の仮タイトルと概要 200字を添えて編集委

員会まで申し込んでください。

6 原稿は、以下の執筆要項にしたがってワードで入力し、編集委員会へメール添付で、

送ってください。

執筆 要 項

1 原稿はすべて縦書きとしてください。

2 字数について

研究論文 20∞0字以内(図表、写真、注、参考文献を含む)

研究ノート 10000字以内(上記に同じ)

研究動向、資料紹介、書評については、 1000字以内

3 投稿原稿は、原則として返却いたしません。

4 掲載原稿は、 1年間は他誌などへの転載をお控えください。

5 図表、写真、史資料等を転載する場合は、執筆者が許可を得てください。

..................................................................................................~ 

投稿・問い合せ先 『地域女性史研究』編集委員会編集長折井美耶子

157・0072 東京都世田谷区祖師谷5・37・22 0mivaka@vi9.田 "net.ne.1D

編集委員 小野良子、海保洋子、加藤久美子、川寄俊子、佐藤ゆかり、

瀬上ゆき、宮崎繋子、矢野操、山辺恵巴子、山村淑子
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(お知らせ ド
《会員情報》

【新入会員】 (敬利略) ダリア

青木美智子(あおき みちこ)、具知曾 (ぐじふえ)、桜井由幾 (さくらいゆき)、

林 春 伽 (はやしはる的

【卦 報】小和田美智子さんが逝去されました(2017.7.4) 謹んでご冥福をお祈りします。

《委員会だより》

台第1回 5月25日(木)10:30"-'比 00a治会・例会の反省②次回例会(三重訟のテーマ

決定・ 開催日時・報告者・会場の候補をあげる ④『会制発行について検討

古第2回 6月20日伏)10:30--12:00①三重例会の日時・会場・報告者決まる ②『会報』

11号編集方針報告@淳前学習決定 8月29日 ωく)13: 30"-' 15:∞ 「公害に

ついて掌ぶJテキスト は、みしま女性史サ}クル『三島の石油コンビナ}ト』部

分/粟屋かよ子著『破局人類は生き残れるか』海鳴社2∞7年発行

12:30"-'15:30 r会制発行準備委員会 『会制の投稿規定・執筆要項の検討

年会費改定に伴い、今年度から3∞0円納入をあ冒頭いします。また、 『会誌』の継続的・安定的な

発行のために、恐縮ですがカンパをお願いできればありがたく、臨み用紙を同封させていただきます。

《図書コーナーの設置》

10月8日の例会会場で図書コ}ナ}を設けますので、研究の成果を無料、有料にかかわらずお持ち

ください。休憩時間に販売いたしますが、持参された方は、各自責任をもって管理してください。

.ー 《オプショナル見学会のご案内 》

例会当日午前中、じばさん三重隣の四日市公害と環境未来館(聞日市市立博物館内)で、下記のように l

オプショナノレ見学会を開催します。ぜひご参加ください。
当日 10時却分に博物館lFエントラン

日時 :10月8日(日)10: 30........11 : 50 (-例会当日)-J
¥、;ス奥[砂糖自習室jにご集合くださ川

場所:四日市公害と環境未来館(四日市市立博槻宮内) ¥ー

内容:ガイダンス、展示見学、裁判シアター視聴(いす守Lも学芸員の方の解説付)

※JAパーキング駐車券を博物館受付に提示すると、駐車料金の一部が補助されます(午前中参加者のみ)
、、 一一一一一一ー.._.._.，ー一ー..ー -..ー..一一ー..-一一一一ぃー -一-一-一-一..一一ー-一一ー・・一一ー..ーーー一ー../

(備機後齢〉

ついに宮城晴美さんをお招きしての例会が実現しまし丸痛感したのは、沖縄の問題は私たちの問題

だということ。もっと沖縄に学び、当事者意識、沖縄の心をもちたいと思います。(宮崎禦子)

地域女性史研究会会報ーここぷ主きここを超えるー 第11号 2017.7.25 

会員募集中! 連絡先 tt表干157-0072 世田谷区越前~5-37-22 折井美耶子

年会費3CXXコ円 令刑問iI 0m i yako@y j 9. so-net. ne. j p 

力ン/稽腿uます! 事務局 制 naiI y∞lUte勧r∞f.ocn. ne. jp 山柑淑子
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地域女性史研究会 第 10回例会のお知らせ

1980年代以降、全国各地で市民女性と専門研究者が協力して『地域女性史j が

刊行されてきました。その多くは近現代史を対象としています。そのため新聞資料を

基に年表を作成し、公的・私的文字資料の不足を生存者とその家族からの聞き取り資

料で補うという方法で編さんされてきました。ですが、今世紀に入札前近代を視野

に入れた地域女性史研究の必要性が関われるのに伴って、近世文書を読み解く方法を

学びたいとの要求が生まれています。今回は、近世文書とともに近代初期の文書を読

み解く方法を学び合いたいと思います。ぜひご参加ください。

参加ご希望の方は、事務局山村または折弁まで(12頁参照}メールでお申込みください。

また、終了後交流・懇親会を予定(約1時間}しております。こちらもあわせてお知らせください。

事前申込みなしで当日参加も可能ですが、できるだけご協カをお願いします。

(東京ウィメンズプラザ)

渋谷区神宮前5-531>7 叩L03-5467-1711 

'JR ・東急東横線・井の頭線・東京メトロ副都心線

「渋谷駅J宮主主坂口から徒歩 12分

・東京メトロ銀座藤・半蔵門線・千代田線 f表参道

駅jB2出口から徒歩7分

-都パス(渋88系統)r槙谷駅jから 2つ自

{青山学院大学前)バス停から徒歩2分

、骨

膏雌院大学j3



【第9図例会報告】テーマ f生命を守るために一公害に向き合った刻蚊ちーJ

2017.10.8開催

じばさん三重(三重北勢地域地場産業振興センター) 5F研修室5

『四日市の公害に導かれて

一一自己解放の旅』を報告して

粟屋かよ子 (元四日市大学教授)

今回、地域女性史研究会・第9回例会で発表するという、私にとって大変貴重な機会を与えてい

ただき有難うございましTこ。時間的制約もあり、十分伝えきれなかったところがありましたので、

ここでこの場をお借りして、 2点補足したいと思います。

自己解放の旅

まずは、サブタイトノレを f自己解放の旅j とした事についてです。報告の最初の話題 fl.生い

立ちjで、少々時間をさいて私の児童期に言及しました。それは戦後の混活i湖は過ぎ、しかし未だ

高度経済成長=公害列島=受験体制(企業戦士の育刷には至っていない1950年代です。この時期

の人間と自然との期鳥の真っただ、中で生きた体験、最後i域腸遊びにまで発展した体験は、以後の

私の人生にとって決掛句に重要な意味を持ちました。「もう一度あの頃の充実感を味わいたいjとい

う思いが、その後の私の人生を支え、最糊句には今年7月に上演したミュージカル劇『四日市ラプ

ソディーその海と空と-~の企画・上演で結実しました。それを r 5.四日市公害訴訟判決45周年

にどう取り高臥ノだ州で紹介する予定にしていましたこの取組みの具体的械五晶については、同

時に配布した資料「四日市公害訴訟判除45周年記念に市民ミュージカル劇『四日市ラプソディーそ

の海と空とー』を企画・上演した経緯とその結果Jに載せていますので参考にしていただければと

思います。

ここで自己解放という表現ですが、それは無論、心の解放のことです。では何からの解放かと言

えば、心の歪みからの解放です。心はそもそも個人の個性を通じた担会の反映ですから、社会が歪

んでいれば当然、人々の心も(各人の生育環境等に応じて個性的に)歪んできます。もちろん反映

と同時に、歪みを感じた心は能動的に社会を変えてゆく場合の原動力にもなります。私の児童期は、

歪みが比蜘包少なかったように思います。母に言わせれば、敗戦で親も教師も子どもをどう育てれ

ばよいのか目標が分からず全く自信をなくしていたとのこと。そこで「放置されたJ私たちは伸び

伸びと、女の子の遊び(ままごと、お手玉、ゴム跳て縛)は無論の事、男の子の遊び、例えばチャ

ンパラごっこ、馬乗り、レスリング等もやりたいものは何でもやりました。母は後に「あんた達を

育てたあのころが一番楽しかった」とよく言いまし丸そう言う母は「女は黙れ!Jと絶えず言わ

れる家父長的雰囲気の下で育ち、若いころは「死にたい、死にたいJと言って友人を園らせたそう

です。そして「女性がどれだけ解放されるか見て死にたしリと生前よく言っていたものです。

いずれにせよ、私の児童期の充実感はあまりに大きかったので、その後の経済優先の社会への変

化の過程で、私の心はこれに適応できす湘当なストレスを抱え込むことになりました一時は、あ
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らゆる人間関係を断ち切るほどでした。その私がようやく ω年後に、たどり着いたこのミュージカ

ル骨jの取り組みの中で、私の心は文字通り解放されまし丸自身州信司・作曲したテーマソング「い

のち40億年Jの4番「誓えばこころ、解き放たれて、地球のいのち、輝き拡がる・・・ jは、まさ

にその心境を歌ったものです。

つまり、この60年間は私にとって、自己解放を求め続ける旅であったのです。そして、最終的に

それを導いたものこそが四日市の公害に対する取り組みだったということ、これが全体を通じて私

が伝えたかったことです。

女性差別の根源性

報告の最後では、現代人が直面している未曾有の危搬について触れまし丸そしてこの危識には

2つの側面があることも。 1つは地球温暖化をはじめとした自然環境の危機です。日本では、この

危機意識が極めて弱く、環境後進国と言われるゆえんです。それは公害の事実を隠蔽しようとする

傾向にも良く表れています。しかしわれわれがどう繕うとも、現実の自然に修復不可能な破壊が進

行しつつあるのは隠しようもなし、事実です。この自然環境の危携をもたらしたものは、実は人間社

会の経済活動です。従って、自然環境の危織を根本的に克服するには、担会のあり方にまでメスを

いれなければなりません。

そしてもう 1つの側面は社会秩序の崩壊とし、う社会環境の危嫌です。歴史をたどってみれば、社

会の秩序は農耕・牧畜の出現以来、(各時代や地域に応じた)格差=差別によって形成され文明を築

いてきたことが分かります。そして現在のグローノ勺レな資本主義の下では、国内的にも国際的にも

経済格差がどんどん拡がっており、従前の社会秩序カミ機能しなくなりつつあります。しかも自然環

境と社会環境は相互に影響を及ぼしています。危慎されることの 1つは、例えば、自然環境破壊の

被害を真っ先に受けやすい人達は一般に格差詳士会の弱者であるということです。彼らは環境難民と

なり、展望を見出すことができなければ容易にテロ活動に引き込まれる可能性もあり、社会はより

不安定になるでしょう。

そしていずれの国でも、差別の出発点には女性溺IJがあります。有史以来、世界中で女性差別を

社会秩序の基底においてきたというのであるから驚きです。しかし理論的に言っても、生命を産み

育てる性が差別されるような社会がまともであるはずがありません。何故ならそれは、自らの出自

を卑しめる極めて矛盾した行為だからです。そのような社会が早晩行き詰まることは必然で、こう

して現代、人類が直面している宋曾有の危機は、非常に深いところで女性差別と関連しあっている

と私は思います。現代は、その女性差別を根底においた社会秩序=伝統的家父長制が崩壊しつつあ

り、世界中で新しい秩序を模索しながら持続可能な担会を倉i踏的に構築するとし、う、有史以来最大

の変革期です。

最後にパ}ノレパックがその著書『男と女.~ (堀秀彦訳、文芸出版社、原著は 1941年)の末尾で

述べわ示嚇句な言葉を紹介して締めくくることにします:

自由な男と自由な女、人生の凡ゆる過程を一緒に、平等の条件で歩きつづける二人一一これ以

外に、デモクラシーとは何でしょうか? 実際、私たちは国家とか人民とか人種とかいったも

のにとらわれ過ぎている。人間の社会にはこれらのことよりもっと基本的な差捌があるという

ことを、私たちはもう一度思い出そうではないか。・・・男と女とがお互いのために存在しあ

うとき、男と女とが一緒に働くとき、その時こそ根材句調和があるのであり、この調和の上に

こそ、男と女とが希望する一切のものが建設され得るのである。
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四日市公害で娘を失って…、いま語り継ぐ

谷田輝子

(四日市公害患者と家族の会代表/四日市公害語り部)

聞き手:榊原一弥(四日市公害と環境未来館)

叢録:佐藤ゆかり(三重の対生史研究会)

私は、娘・尚子を9歳で亡くしまし丸 1972(昭和47)年、四日市公害裁判が勝訴した1か月後

の9月のことです。

石油化学コンビナートが四日市に建設された時、私たちは磯津のようにコンピナート近くではなく、

1"'"'2km離れた市街地に住んでいたこともあり、特にうちには関係ないことと思っていました。1959

年、第一コンビナ}トが稼働した時も、まちそ企業が成長すると思い、歓迎する気持ちが大きかった

です。けれども私たちの家の方にも、煙突の煙が?Jff.t1てくるようになりました。夜中、特に雨の前日

がひどかったようです。

1963年、娘が生まれました。丸々太った元気な子でしたが、幼稚園に行く頃になると、輪息の発作

が出るようになりましむ初めは風邪のひどし、のだと思っていましたが、言い表せなし、ほどの発作が

起こるようになりました。注射で発作を抑えるのですが、今のようにいい薬がなく、，C;輔恥渇事ってい

きまし丸身体はがりがりにやせ細り、学校の好きな子でしたが、学校にも半分くらいしカオ子けませ

んでし丸運動会キ港足などの楽しみな行事にも参加させてやれませんでした。発作がひどい時は代

わってやりたいと思いましたが、どうすることもできず、家中が娘の晴息にひっかきまわされている

ような状態でし丸お医者さんから公害認定を受けたらどうかと勧められた時は、夢にも思っていな

かったことで、娘がお嫁に行けなくなるのではと悩みました。

京都から名古屋lこいし潟医者さんが来ると知って、娘を連れて行きまし丸すると「四日市を献し

なさ川土地や空気のきれいなところに移り住みなさしリと言われました。そこで大変でしたが、娘

のために三重朝嚇野町に家を建て、 1972年5月に転居しました。その途端に発作が起こらなくなり

まし丸 7月には裁判の靭j決が出ました。うちでも皆で聞いていました。「よかったなJとは思いまし

たが、「でもうちには関係ない。もう菰野に来て、発作も出なくなったし。娘は治っていくのだから。J

とも思っていまし九

8月に鈴鹿郡関町(現・亀山市)の関ロッジという施設で、公害認定愚者児童の林間学校が関かれ

まし丸娘も喜んで参加しました。ところがその時のプール遊びが身体に負担となったのでしょうれ

帰宅数日後、発{僻起き、その発作が引き起こした峨鯨療で、 9月2日、娘l土息を引き取りまし丸

お葬式には四日市の友達がたくさん来てくれ、テレビ局も来たようですが、正直なところ、私はその

時の記憶が飛んでいるのです。

その後40年間、娘のことを表立って語ることはありませんでした。どちらかというと避けよう避

けようとしていたと思います。でも、娘は一番若時搬者でしたので、いろんな人に語り継いでいか

ないとだめだと思い、今は語り部として活動しています。娘のことが漫画になっていますが、漫画家

の矢田恵梨子さん、テレピ局の深井小百合さんなどが娘のことを聴いてくださって、多くの人が皆で

助け合って下記の本が出来たと思います。今、四日市コンビナ}トは夜景が売り物ですが、あの光は

娘の涙だと思います。

(参考図書)

『空の青さはひとつだけーーマンガがつなぐ四日市公害』編集;池田理知子・伊藤三男

マンガ:矢田恵梨子発行:くんぷる 2016年刊
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生命を守るために一石油コンビナート進出阻止住民運動

大村洋子 (みしま女性史サークル)

石油コンビナート進出阻止運動は、 1963(昭和 38)年から 1964年にかけ

て静岡県三島市、清水町、沼津市の2市1町で行われました。

みしま女性史サークルでは1関9(平成 ll)年から 2∞3年まで明治・大正・昭和生まれの女性たちから

聞き取りをする作業の一環として進出F血t運動に参加した女性たちからお話を伺いまし丸

赤地あささんは、法政大学で行われた『第9回日本母親大会』で四日市市の人たちからお話を聞き

ました。「工場の煙突から出る煙で窓を開けておけなしL読耀物も外へ干すことができなしリ「子供は

外で遊くな凡海で泳ぐこともできな川魚は油臭くて食べられないJなど四日市の実情を聞くこと

で、自分の住む所へは来てほしくないと限止運動に参加する決意をしました。

夫が県会議員だった酒井喜代子さんは、 NHKの記者から「百万遍の言葉より見た方がよいJと言

われ、夫の友人を通して伊豆箱根鉄道からパスを出すようお願いしました。「反対派の見学じゃ困る。

費成、反対ではなく、視察だったらj ということで「行きは反対を口に出さないように、帰りは視察

後だから言ってもIt¥It ¥Jとしました。

三島市婦人連盟の会長だった三木貞子さんは、町内会の役員と相談して市民にアンケートを取るこ

とにしましむアンケートの結果は叩%以上が、石油コンビナート進出に反対でした。それから本格

的に反対運動に熱が入り、四日市・水島の視察と学習が進められまし九

山本保子さんは、富士石油の創立総会の時、進出中止のあ冒頭いにあがった帰り、エレベーターで乗

り合わせた封土の4人に「一歩でも私たちの土地に足を踏み入れたら、みんな鎌も鋤も用意してあるj

と凄んだら、 4人は後ずさりをしたと話しました。

コンビ、ナート進出阻止運動の下地には、戦後 1946(昭和21)年の、住民の庶民大学三島教室がありま

す。疎開で三島に住んでいた労働法学者の木部達二先生とその人脈で、丸山撰男・中争博ト川島武宜・

大河内一男という豪華な顔尉もの講師障のもと、民主主義を学びました。この庶民大学で学んだ人た

ちが、後に進出阻止運動に携わっていきましむ(増田知恵子さん)

「鉄興社の佐野隆ーさんが、東京都世田谷区の自宅敷地内に美術館を作るJとし、う話を聞いた婦人

連盟の役員たちは「三島に美術館を作って下さいj とお願いしたところ、佐野さんは「コンビナート

進出をF此できたら作ろうJと返事をしてくれました。そして、進出阻止が叶ったので、 1鰯年佐野

美御宮が三島に出来ました。(瀬川千枝子さん)

男性6人からも進出阻止運動についてお話を伺いました。三島市が造ろうとしている保育園や公衆

トイレ建設への県の補助金を打ち切るとし、う威嚇を受けました。

県立沼津工業高校の先生たちは、国立遺伝学研究所の先生たちと協力して水・気象・石油工業等を

調査し、その調査書を学習会で市民のテキストにしました。国の調査団の報告よりこちらの調査の方

が市民には高く評価されました。しかし、この運動に参加した沼工の先生たちはクピになったり、停

職になったり、違う高校ハ記置転議されました。

どんな運動も女性たちが半分を占めていれ防或功すると言われていますが、本当にその通りと述壊

される男性もいまし丸

このたび、四日市市立博物館の見学と谷田さんのお宮苦から、四日市の公害のひどさを実感し、三島

の先人達が現地視察から学び進出阻止を果たしたことに感謝の念を覚えます。
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例会参加者の感想

「地域女性史研究会例会Jに参加して

木下弓子(三重の女性史研究会)

患者と家族の会代表の谷田さんのQ&A形式の会話から、差別される愚者家族・加害企業の従業員

が顧客であったこと・子供を亡くした親の自責劇育などがないまぜになって、容易に是非を語れない

複雑な感情と立場料云わった。次の三島の大村さんは聞き書きによる石油コンビナート進出阻止住民

運動の報告の中で『女性が運動の半分を占めれば成功する~Wコンビナートが来てから反対するのでは

なく、来ることそのものをF白上した運動だ、った~W井戸端会議でもコンビナートのことだ、った』などの

報告に三島市民の民度の高さを敬服しつつ爽快感を覚えた。 3年前三島の湧水群を楽しんだがここも

1962 (昭和 37)年頃の汚染問題を克服し、現況があるとしづ。高度成長期にはし、たるところで公害

問題が噴出した時代で、もあったとわかる。続いての粟屋さんの『四日市の公害に導かれて』は、公害

問題は終わったので、はなく現在も産廃不法投棄・メガソーラーなどの新たな公害が起きていることを

指摘された(四日市の公害としたのi詰晶去の四日市公害だけでなく現在も解決されていないことを伝

えたかったという強い意味を含ませている)。子供時代の演劇体験を楽しく話されたのが印象的で、先

の7月のミュージカル『四日市ラプソディー』を成功させたことから、公害阻止運動を支える民意を

動かすーっの方策として演劇など、の文化的な活動に希望を持っておられていることを感じた。

「持続可能な担会を内発的に創造するJに感銘

伍賀借子侃大阪総評オルグ・元関西女の労働問題研究会代表)

大本榊子報告は驚きだった。「コンビナートが来ることを阻上したJ稀有な運動が「淡々と」語られ

たのだから。「名もない一般の人たちが動かなければ歴史は動かない」という言葉が胸に残ると共に、

人々の気持をどう繋げていったのかを学びたい想いを深くした。

大阪総評で「初の公害メーデーjを取組んだのが 1970(昭和45)年、 2年後四日市公害半u決に少

し胸を撫で下ろした程度の私でも、四日市公害の惨状の少々は知っているつもりでいた。粟屋かよ子

報告は、判決30周年から関わり、 45周年を機に広範な市民と共に教訓をどう共有化するかを、自ら

の歩みとともに練り上げ、結ひで語られたように「内発的に創造Jされた深い内容だった。市民によ

るミュージカノゆlには言及されなかったが、公演リーフと報告を読んで、これだけの広範な人々の「内

発的な共通体験Jを創造された姿勢に感銘を受けた。

合成説浦j追放の全国化のため、「四日市に学んでjの意味で 1973年に名古屋や四日市シンポジウム

を開催して、合成洗剤による被害を訴えるだけでなく、自分たちが環境を汚す加害者にならない、石

油文明にどっぷり浸った暮らしを見直したのは、まさに自分たちの「内発性」を探り求めたのではな

いかと思い起こした。

四日市公害・地域女性史の意義

青柳清子(愛知女性史研究会)

10月8日、空は青く、異臭なし。四日市公害と環境未来館見学後、例会に参加した。

「周辺住民から苦情が出た。すると企業は煙突を高くし、空で薄めればし、い、風が吹き飛ばすと言

った。その結果、広範囲に被害が及んだJr.塩酸や研酸の廃液を港に投棄、企業は、海に流せば薄まる

から安全ですと説明」。行政も企業側に立つ。男性自治会長などが反対運動を抑え込む。伊jえば粟屋さ
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んは「女はあかーん!Jと会議を追い出される。谷田さんは娘を疎開させなかった己を責める。責め

られるべきは企業なのむ娘は「公害認定患者になるとお嫁にいけないJと言った。四日市公害認定

愚者は累計2，200名以上、死者 1，倒6名。自殺6名、現在も 370名以上が市内に暮らす。

どこかで聞いた話た福島第一原発事故時の国々企業の言と対処の仕方も同じだ。四日市ではその

後、グローノ〈ル化した。規制の緩い中国に進出し、 PM2.5の一因となっている。

一方、女性が団結すれば力になる。コンビナート進出を止めた三島、推進派の万円札を目前で破り

捨て、原発を作らせなかった三重の女性たち。正も負も地域女性史の記長紡2活かされ、力になること

を望む。

例会参加者のひとこと感想

...;，目、

-午前中「四日市公害と環境未刺官Jの見学ができてよかっ九時間が少なし、中で、要領よく見せてくださっ

てよかった。公害にまとを絞った説明だけにすれば、時間に余裕ができたのでは。

・粟屋かよ子さん、柔らかい語り口調で楽しく聞けた。四日市コンビ、ナート公害、今聞かれないなぁと思って

いたら、国の政策・基準の上限上げで隠していることがわかった。

-1966年「公害教育ないJと言っていたとはびっくりし丸無茶苦茶だと思った。行政の姿勢がよく出ていると

思った。合成杭調l運動の指摘に70年代を，思い出せてよかった。

・三島の話は知らなかったので、よく勉強できた。 西 悦 子

-粟屋さんの四日市公害の表面に出ていなかった話を興味封〉って聴きました(夫はコンビナートに勤務し

ていた)。

・太陽光発電は将来は廃棄物になると思うが、再生できる研究も同時に進めることが大切。

-企業立地には必ずお金のことがあり、隠されたことがある。 石川奈々子

-四日市の公害は無くなったわけではありません。コンビナートの公害対策は良くなったが、四日市には別

の公害があり、その公害は四日市市は隠してしぜす。それは産業廃棄陶不法投棄です。産廃事案は県がし

ていますが、四日市市も関係しています。同じようにすべてを隠しています。(粟屋先生がおっしゃると思い

ますが…)。このまま隠して 10年後、 20年後…100年後、周辺住民の健康は大丈夫なのかとJL混です。私

がこの産廃のブラックボックスを知ったのは半年前です。市民、特に女性ががんばらないと何も動かないと

思っています。 柴田昌代

-地球危織の状況に地域で何ができるか、地域女性史グループとして途方にくれる。

・市立博物館として立派な「四日市公害と環境未来館JIこびっくりした。説明も短く、わかりやすくしてくださっ

た。私は津井余志郎さんに出会いたいと参加しました。いたる所で出会えてよかったです。 野々村恵子

-いろし、ろと勉強になりましたゐ 林邦子

-四日市公害はいろんな犠牲者及び公害反対運動があり、公害対策が進められたが、まだ、四日市公害は

終わっていなし吃知りました。

・公害反対運動をどのように行動すれば阻止できるのか勉強になりました。 柴田和義

-四日市公害により娘さんを亡くした母親の悲しい経験は、これからの碁者にも伝えていただきたい。

・公害に対する監視は引き続き行うべきである。 高見守久
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-高校在学中、授業中に異臭がすることがあり、頭痛にとらわれることがありまし九四回(昭和 33)年以降、

四日市公害が大きくなったと考えます。ちょうどそのころ、私は四日市から出ることになりまし九四日市に戻

る時、空気が悪し、ことに気づきました。公害は大きな問題でしたので、関心は強く、大きなものがありました。

ふるさとですので、いつまでも忘れず学習を続けたいと考えています。四日市に出る機会は、一歩ずつで

も、続けていきたい。 木原しう

-久しぶりの例会参加ありがとうございました。四日市公害と地域女性史との関連がよく理解できました。地域

の大きな事件や事柄を女性の視点で掘り起こすことが犬切だなと痛感しました。 渡辺泰子

-四日市で研究会をしていただいて皆様に私の娘(尚子)のことを聞いていただいて本当によかったで、す。

まさか遠方の方にお会いできると思わなかったので、またひとつ尚子への供養になったと思っています。本

当にありがとうございましたやっぱり犠牲があってこそ街はよくなるのです。 谷田輝子

• r四日市公害の認定をはずす一一嫁に行けないからJと。福島の原発被害者である女性だけが結婚できな

いという風評との女性識IJの類似性。女性差別は今も変わっていないと実感しました。

四日市公害と環境未来館榊原

.内発性の議論が興味深かったです。

-地域がその企業の株主になるといいですね。そしたら企業に声をあげられます。

・公害阻止に成功した三島市の話を聞いた後、四日市の公害問題は終わっておらず、住民意志の低さのギ

ャップにガクゼンとしましt~ r女性の目線Jでしっかりと問題を直視せねばと思し、ました

・女性史を知り、学ぶことは今にどう生かしてし、くのかとし、うことを考えました。

第9回例会風景 (撮影川寄俊子)

折剤憶の検修

質駒t答¢様子

山村(司会) 質問者の伍賀さん(左)と、育機感ん

四日市公害8乗境未来館 館内を見学する劉暗 受付の綾子

8 



昨年公開されたアニメーション映画『この世界の片隅に』は、 18歳で広島から呉に嫁いだ女

性・すずの視点から戦時下の暮らしを描き、多くの観客の共感をよんだ。配給が不足し空襲が

迫るなかでも、毎日の献立を考え、隣近所と協力しあいながら婚命に生きる。映画のなかで細

部まで描かれたすずの暮らしは、政治・経済や戦争を中心とする従来の歴史の記述からはこぼ

れ落ちてしまう女性たちの姿や暮らしと重なってみえる。

本書は、平成 26年から平成 27年にかけて雑誌『月刊社会教育』に連載された「地域女性史

シリーズJをまとめたものである。地域女性史研究のあゆみを概観する f地域に根ざして、祖

母・母・娘たちのあゆみを綴るj、全国各地の 14の地域女性史研究会

の担い手による活動紹介の全 15回で構成されている。

地域女性史研究とは、歴史の陰に埋もれた女性たちに焦点をあて地

域の歴史をひもとく活動である。地域女性史研究会のさきがけは昭和

31 (1956)年に設立された愛媛の女性史サークルであるとされる。

本書によれば、地域女性史研究は 1970年代以降、国際的なウーマ

ンリプ運動や国際婦人年の制定を背景として急速に広がり、今日では

100を越す研究会が全国に存在している。北は北海道の「札幌女性史

研究会」から南は「沖縄女性史を考える会Jまで、本書にはそれぞれ

特色のある研究会が登場するが、共通するのは資料に基づく女性史年 |地繊女性史シリーズ①~⑮

表の作成、地域に暮らす先人女性の聞き書きを中心に活動し、その成 I r月刊社会教育』連歳(却14
I :年 1月号-2015年 3月号)

果を本にまとめていることである。 I
本書を通覧すると、研究会の担い手のほとんどが専門職の研究者で

はない女性たちであることに気づく。地域に根ざして生きた女性たち I :地峨女性史研究会鍋・刊

のあゆみを明らかにしたい、その一心で活動を続けている。各報告か I 2015.9 制P 26棚

|く蹄求配号町72-L363>
らは、文字による資料には残らなかった女性たちの足跡を求めて、長 | 

ム | 頒価問。円
い年月をかけて聞き書きに取り組む姿が伝わってくる。話し合いなが | 

一 |例会時の図書コーナーで
ら成果をまとめる楽しさだけでなく、聞き書きで得た証言をもとに地 |もお求めいただけます。

域の歴史をどのように捉えなおすか、差別や戦争責任の問題にどのよ

うに向き合うかという苦悩や葛藤、意識の変化が語られていることもまた本書の魅力だ。多様

な女性たちの声を拾い上げ、自治体史や地域史のありかたに聞いを投げかける地域女性史研究

の活動の醍醐味を、研究会の担い手の言葉を通して知ることができる貴重な一冊である。

また、本書に関連する資料として、 『地域女性史文献目録』がある。平成 14年に国・都道

府県の女性政策担当部署と各地の女性史研究会に対して行ったアンケート調査をもとに作成

された目録で、 51編の方法論・研究史、 1276編の地域別文献、 445点の研究会の機関誌が収録

されている。

あなたが暮らす地域にはどのような女性たちの歴史があるだろうか。本書と合わせてぜひ手

にとってみてもらいたい。(議結桑会桑)
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『泊以i諌シ'I-~⑨~⑮』 地域女性史研究会刊

国立国会図書館月報 679号(2017年 11月)の

「本屋にない本jで紹介されました

以下は、園会図書館館員 高構さんの紹介記事です
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地蔵尊に込めた煩い

信濃川河口に位置する新潟市の市街地は、江戸中期から明治中期にかけては川と内陸の水系が

関連する新潟町として発展した。湊の発展をもたらした信濃川の流域では洪水が多く、困窮の果

てに「妹売ろか、姉売ろかJと娘の身売りがあった。新潟町は古くから遊女の存在でも知られ 1873

(明治6)年頃は芸者54人、歌舞遊女 114人、遊女273人と貸座敷244軒が営業していたとの

記録がある。

願懸け高麗犬

かつての船つなぎ場近くに小さな森に囲まれた湊稲荷神社がある。水商売や海運業の人に多く

信仰され、道楽稲荷とも呼ばれている。ここには一対の高麗犬があり、「願懸け高麗犬」として知

られている。花闘岩でできており、 1854(嘉永 7)年 5月奉納の銘がある。高さは約 60cmで、

像と台座の聞に軸が入っていて、像が回転するようになっている。この像を廻して願掛けをする

習俗があった。

願掛け高麗犬

湊稲荷神社の程近くには貸座敷が多く集ま

る熊谷小路があった。遊女たちは船乗りが長

く湊に泊まることを願い、西風が吹いて港が

荒れて船が出帆できないようにと、夜中ひそ

かに高麗犬の頭を西の方に向けて祈ったと言

われている。

遊女たちが廻したであろう高麗犬は、現在、

拝殿前の収納箱に移され、参道には近年再建

された像が建っている。現在も祈る人があり、

女は口を閉じて東方向を向く「昨像(うんぞ

う)Jを、男は大きく口を開けた「阿像(あ

ぞう)Jを廻すようにと注意書きがある。高麗

犬はどっしりと重い。両の手で力をこめると

ようやくズ、ルズノレと向きが変わった。こんな重いものを廻した遊女たちの本当の願いは何だった

のだろうと、しばらく思いを巡らせた。

新潟遊廓

1872 (明治5)年、新潟でも「娼妓芸妓解放につき達Jがあり、営業地の特定や営業鑑札と賦

金納付が義務となる。 1880(明治 13)年には県貸座敷娼妓取締規則ができて、新潟県の公娼制

度が完成した。そして同年の県芸妓営業取締規則は芸妓置屋の起源となった。

新潟町では貸座敷が一般の商庖や住宅と混在していたことから、「町全体が遊廓化」しているな

どと言われ、隔離・統合を望む声が早くからあった。 1888(明治 21)年以降、町の中心部で大

火が続いてその多くが焼失すると、県は貸座敷の移転・統合を命じた。新潟町の北端の新開地に

「新潟遊廓J(本町通十四番町と常磐町)ができたのは 1898(明治 31)年である(次頁写真)。

貸座敷数は 130軒、娼妓は422人と伝わっている。
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新潟遊廓(正面奥に浄心院) 現在の新潟遊廓跡

1900 (明治 33)年、画館の坂井フタ(新潟町沼垂出身)が自由廃業を求めて勝訴すると、新

潟町にもその機運は伝わり、高救会や義勇団などの娼妓を援助する団体が活動した。そして9月

18日、沢井トウが「此の営業は賓につらく身に耐えかね・・五年の長き年期(ママ)を凌ぎがたく・・J、

と高救会に救いを求めた。新潟遊廓での自由廃業の嘱矢である。前借金は返済すべしとの大審院

判決後もその動きは止まず、明治末年までに 130人余の自由廃業があったと新潟新聞は報じてい

る。遊廓奥の高台に建つ浄土宗浄心院は入船地蔵尊とも呼ばれて現在にいたる。境内のー坪ほど

の地蔵堂には、高さ 20crnf立の地蔵尊が 1400体以上、観音菩薩像を取り囲む壁の天井近くまでび

っしりと立ち並ぶ。長い年月の聞に寄進者名はほとんどが判読不能になってしまったが、娼妓た

ちの身代わり地蔵もあるという。

新潟遊廓は 1956(昭和 31)年の売春防止法公布まで続いた。跡地は住宅地となり、マンショ

ンや駐車場が並ぶ幅広の直線道路と古い木造旅館が、往時の面影をわずかに残すだ、けになった。

400人を超す女たちがここで身を削る日々を送らなければならなかったことを忘品てはならない

と改めて思う。

古町・旧花岡邸

貸座敷が隔離移転した後、古町八、九番町に置屋や待合、

料理屋、芸の稽古場などが集まって古町花柳界ができた。

市山流や藤蔭流の踊りや鳴り物など芸事が盛んで、大正か

ら昭和にかけての最盛期には芸妓が 300人以上いた。現在

は置屋としての柳都振興株式会社(1987年設立)に所属

する 10人を含めた 24人が営業している。

古町には 1934(昭和 9)年頃建てられた、元芸妓で邦楽

師匠の住宅兼稽古場の旧花岡邸が残っている。数寄屋造り

の二階建てで、間口は狭いが奥行きがある。近くには置屋

当時の屋号をそのまま底名にした飲食居が並び、道を挟ん

だ老舗料亭「鍋茶屋Jは今も圧倒的な存在である。この街

でこの家を作り上げた女性の強さを感じた。

塩沢啓子(新潟女性史クラブ)
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お知らせ ‘a. 
，--・・・・・・・・・・・ a・・ a ・・・・ー・----_..._-----------・.・・・・・ー・・・...-----司・ー・・ーー・，ーー・--・・・・・・ 6 ・・-・ー・・--・・..........--_.幽・・・・・・・ d・R ・・‘・・・・-・・・ー-・w・・・・・・・ー・・ー"'. 

会誌 t地域女性史研究』の割引J号について、お知らせとあ糠い

総会で了承されましたように、会誌『地域対生史研究』を2018年 10月に創刊する予定で現在 j

準備中です。内容は、地域女性史に関する論文、研究ノート、随想、新刊紹介・書評などのほかに、:

<東西南北>(官i)として、研究交流をかねて各地の研究活動の実情や会運営上の問題などを載せ;

たいと思っています。積極的に投稿してくださしL等教は2∞吋∞字以内です。なお原稿締め切;

，りは2018年3月20日ですが、論文、研究ノ}トなどの投稿を予定している方は、 2017年12月;

;末日までにタイトル、概要を編集委員会までお知らせ下さし1。応募多数の場合は、編集委員会で検 j

:討します。なお、詳しくは前号7頁の投稿規定およて湾蟻要項をご参照くださし、

《会員情報》 【新入会員} 青榔清子後知女性史研究会) (:敬税調各)

《委員会だより》
第3回 2017年7月25日ωく) 12: 30........13 : 30 

① 「会報第 11号J編集、印刷・発送 (249部印刷、 114件発送)。

②第9回伊陰(三重号準備 当日の担当を決める。*三重より実働5人 *資料は40部印局も

③「公害J事前学習会(8月お日) テキスト 三島女性史サークル「三島の石油コンビナートJ

粟屋かよ子 1破局、人類は生き残れる村糊駄じ

第4回 2017年8月29日 ω() 10: 30........14 : 50 

①第9回例会(三重む担当確認スケジュール確認。 e滞 10回例会内容近世文書・近代文書

を読み解く方法論を学ぶ。 2018年2月18日開催決怠

第5回 2017年9月n日(鉛 10:初........13:∞
①第9回伊陰準備状祝最終確認u 第10回例会の報告者決怠近世は桜井由幾さん、近代は横津

清子さん。 r会報第12号Jの編集内容について確認。

第6回 2017年 11月8日伏)10:30""12:45 

①第9回債陰振り返り。②「会報第12号J内容検討。③第10回例会会場東京ウィメンズプラザ

第1会議室に決怠

*毎回委員会後、引き続き2時間程度「会誌J編集委員会が開かれ、検討が重ねられています。

|会計から| カンパをお寄せいただき、心よりお礼申しあげます。

f会報第11号Jで、『会誌』発行のためのカンパのお願いをいたしましt=.o
会員の約半数の方々から、予算に計上した額を大幅に上回る振り込みが寄せられています。

ご厚意に感謝しつつ、ご期待に添える倉!lfIj号をみなさまと共に創りたいと念じております。

+:+:+::+:.:f + + +*紳竹村十τ+**，+:+. + + • tc • t. + +:t:.:+ ミ~+::+****+ + t .:.=.=+****+=+ミデ片付十十**廿十+++ + + +=+=+**'+=+ 

備量集後記》地域例会でしη も感じる重みを四日市での三重例会でさらに強く感じましむ地域対生

史の手ごたえを実感することができた貴重な一日でした。それをお伝えできればと念じて。(宮崎繋子)

地域女性史研究会会報ーここぶ生きここを義えるー 第四号 2017.12.5 

会員募集中! 連絡先 f壊干157却す2 世田谷区祖師谷5-37-22 折井翻仔

年会費3α刃向 令制iIαniyako@yj~ so-net. na jp 

力ン/糧樋します! 事務局 制 naiI Y'OI1lJte@oroof. oc礼服 ip 山柑淑子
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第 13号****抑制榊林料問材料 2018.3. 6 

地域女性史研究会会報
ーここe:..i.きここを義える一

************************************************ 
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第4回総会・第11回例会案内・・・・・ 1 第10回例会多加者の感想・・・・・・ 6

第四回例会報告・・・・・・・・・・・ 2 お知らせ・・・・・ ・・・・・・・・ 8

**************************************************************本*******

地域女性史研究会第4回総会・第 11図例会のお知らせ

近世・近代文書解説の方法論に続いて、今回は中世の北九州地方の女性たちを取り上げ

ます。 f16世紀に来日したポルトガルλ主教師のルイス・フロイスは、キリスト教を布教

するために、日本の政治・風俗・習慣を子細に観察した。特に男性に劣らず女性の動向に

も目を向けたのは、女性の宗教上の影響力が大きかったからである。今回はフロイスの著

述から、当時の嵐俗・習慣のほか、戦争の被害、苦境に立ち向かつて生きた女性の姿を追

うj という興味ある内容を、長年日本中世史研究に携わって来られた西村さんに報告して

いただきます。お誘いあわせて、ぜひご参加ください。

参加ご希望の方は、事務局山村または折弁まで (8貰参照}メールでお申込みください。

また、終了後交流・纏親会を予定(約1時間}しております。こちらもあわせてお知らせください。

事前申込みなしで当日参加も可飽ですが、できるだけご協力をお願いします。

(東京ウィメンズプラザ}

按谷区神宮前5-53-67 加 .03-5鋪7-1711

.JR ・東急東横鰻・井の頭線・東京メトロ副都心線

f積谷駅J宮益坂口から徒歩 12分

-東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線 f表参道

駅JB2出口から徒歩 7分

・都パス(渋88系統;)r渋谷駅』から2つ目

{脊山学焼大学前)バス停から徒歩2分



2018.2.18開催文書を読み解くj

東京ウィメンズプラザ 2階第1会議室 A

村方文書から近世農村女性像を探る

f方法論を学ぶE【第 10回例会報告】テーマ

桜井由幾(総合女性史学会)

近世の女性として圧倒的に数が多いのは餅1女性である。近年、日記・手紙・文学作品・絵画な

ど様々な資料をもとに、多様な近世女性像が語られるようになり、かつての忍耐と屈従の近世女性

像は一掃されたように見えるが、対象の多くは都市部や村落上層の女性である。普通の農キ故性は

日記も手紙も残していないので、個として探るのはかなり困難がある。古い手法といわれつつも、

支配関係・土地所有・家族構成などの全体構造の中で探っていくしかない。そのために、村方の公

的文書をジェンダーを意識して読み込んでいく作業が必要である。

1 自治体史の活用

自分の地域の自治体史を探そう。自治体史にはその地域の基本的な情報舟鯉されている。どん

な史料がどこにあるか、まずは自治体史をみよう。

2 村の階層構成を探ってみよう

その村の農民がどんな土地保有をしているかを土地台帳である f検地帳Jや「高(土地の量)寄

帳Jから調べてみよう。以下は 1823(文政6)年の山掛目楽郡北村の「高名寄懐Jの一部であるが、

女性の名前を探してみると、
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ぬゐとやゑの二人が出てくる。ぬゐは、文政六年には畑地をわずか保有していたが、この先は無高

になったようである。一方やゑの方は保有地を多少増やしている。

3この二人の家族構成はどうだったのか

文政寸年の「宗旨御改人別帳Jを探すと、ぬゐは、女年十と、幼年の一人世帯として出てくる。

文政六年には六才であった計算になる。実際には一人で暮らしてはいなかったかもしれないが、家

族を失って帳簿上では剥片化してしまったので、ある。

次にやゑを検索すると、

一薬師堂行誉旦那女年五十ー やゑ

同寺 養女年二十ーはや

とあり、やゑは養女をとって家族を再生しようとしていることがわかる。さらにこの後に翌年の張

り紙があって、

他領和東郷原山村藤九郎方15不縁帰り平左衛門当子三十六才

他領に養子に行っていた男手が次の年に戻ってきている。やゑが僅かで、あっても保有地を失わなか

ったのは労働力が回復したためかもしれない。

このように、人別帳を見ると、農民家族の家族構成を知ることができる。筆頭者は基科句に男で、

次は妻あるいは女房、子供が年齢順に記され、家に残っている兄弟姉妹が続く。父と母はその後に

なるのが一般的である。また、前年に村を離れた者、亡くなった者も記載されているので、村内女

性のあり方の情報をかなり得ることができる。

4結婚・妊娠・出産については

人口政策の一環として矧辰屈を義務付けている地域もあるが、出産は人別帳に必ず記載される。

結婚も人別帳に加えられるので判明しやすい。養女についても人別帳で判明するし、養女謹文の写

が村の文書として残る場合がある。

5女性労働

女性がどのような働き方をしていたかについては、個別の農業経営の帳簿に女性の具体的な労働

の実態が託識されることがある。公的文書では、村から出て奉公人になる場合、毎年届出が出され

るので、何処に誰が奉公に行ったかを知る手段になる。中期までは、奉公は必ずしも貧困が原因と

いうわけではなかったといわれるが、保有地を失う農民家族が埠訪日すると、奉公に出る人数は多く

なる。北村の 1861(万延2)年の「難渋者書上」には約 130軒前後ある家の内の77軒の家々から

32人の奉公人が出ていることが記載されている。この帳簿では性別が不明なのであるが、人別帳な

どと合わせると女性の実態が分かってくるかもしれない。

以上、雑駁に村方文書から女性を見出してゆく例を挙げてみたが、それぞれの地域に、様々な文

書が残されているので、男性原理で形成されている史料の中からも女性の姿は浮き上がってくる。

ぜひ、地域の史料群をジェンダーの視点を入れて見直していただければ、と願っている。
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武州北多摩郡豪農の娘吉野りう

一書簡に爽jむ生の断片一

横湾清子(日本近代史研究者)

はじめに

古文書を読み解く方法というのが、今回のテーマです。そこで、多摩に育った「吉野りうj とむ、ぅ

一人の女性の残した書簡から何が読み取れるかを考えてみまし丸

近代文書とし、うのは私たちの祖母の時代にあたるので、変体仮名や書き癖が多少やっかし、ですが、

字体も表現も随分現代に近いものになっています。そういう意味では古文書といってよいかどうか

判断に迷いますが、 150年くらい前の世の中のありょうを反映した文書であることには相違ありま

せん。書簡にはその時代に生きた人閣の生の断片がそのまま刻まれています。「いつJrどこでJrだ
れがj とし、う文献史料の三要素は充たしていますが、書簡は相手がいて成り立つものですから、相

手との利害関係や本音と建て前、事実の誤認など、よく見届めながら読んでいく必要があります。

人物史を取り上げるということ

人物史を研究するときにいつもつきつけられるのは、その人物の考え方祈子動が一般的な事例な

のか特殊な事例なのかという問題です。ある場合には文学史に位置づけられたりもします。そんな

ところが、経済史や射台史、数量句な変動の研究史と比べ矧面が難しいところです。それらを踏ま

えて、その人物が特別であれば成したことの歴史的な意味を、また一般的な人物であればどれだけ

一般的かを他の事例をできるだけ多くあたって証明しなければなりません。

吉野りうの家族

りう(1871'"'" 1915)の生まれた武蔵国多摩郡野崎村は、現在の東京都三鷹市の中央にあたります。

代々名主を務める家柄で、村医者でもあった泰三の第2子として生まれまし九兄泰之助とは3歳

違いの一人娘です。生母トヨはりうを産んですぐに亡くなり、継母に育てられました。当時お産で

亡くなる女性は多く、再婚は珍しいことではありません。東京下谷の日尾女塾に入塾した頃は、母

に新しい羽織とよそゆきの袴をねだる手紙を書いています。まだ 13歳で、文字も幼いですが、塾に

入っているだけあって前文の書き方や結語などは一人前です。

横浜の共立女学校時代

豪農層は武士に代わる新興勢力として、新時代への適応もはやく積極的に新しい思想を受容して

いきました。当時盛んであった自由民権運動にも地域を率いるリーダーとして参加しています。娘

をキリスト教系の女学校に入学させる例も多くみられました。

りうが入学した横浜の共立女学校では英学と和漢学の兼修を行い聖書も教授していました。目標

に将来日本のために家庭をよく守り夫を補佐できる女性を育てることを掲げています。寄宿舎の規

則は厳格で、一人での外出は認めず、通信は近親者以外にみだりにすること禁じ、「稗史及ピ狼襲ニ

渉ル書類雑誌新聞ハ一切読ムヲ禁ズj とあります。女学生を男女交際や政治・風俗、時事的な事柄

から遠ざけていたことが分かります。規則が厳しい背景には、それに反する女学生が多くいたこと

や親からの要望が推測されます。
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りうは熱心に勉学に取り組んでいましたが、泰三が知人に送った手紙には、勉強ばかりしていて

学問の外の仕事がきらいになり、このままでは日本の普通の家庭には向かない人間になってしまう

と書かれています。

りうの結婚

共立女学校には、日尾女塾でも一緒だった石阪美那もいまし丸 6歳年上で親同士も民権家で交

流があり、子どもの頃から姉のように慕い尊敬していました。当時共立女学校て噌尊になっていた北

村透谷と美那の恋愛騒動については、このことで美那の学識に傷がつかなければよいがと気遣って

います。美那は親の反対をおしきって恋愛結婚を選んでいますが、りう自身は在学中にお見合いを

し、父の「真眼を得た人Jと結婚することに何ら疑いを持っていなかったようです。

その後のりう

19歳の春、りうは衆議院議員で新進のジャーナリストである菅了法と結婚します。政治家の妻と

して議会の解散を父に伝えた書簡は、無駄のない引きしまった筆致で書かれています。第2回総選

挙で落選した了法は、政治家をあきらめて以前の僧侶に戻ります。島根の実家の寺は弟が継いでい

ますので持ち寺がない本願寺づきの僧侶です。りうの手紙には、暮らし向きの報告や借金のお願い、

子どもや自分の病気などについて書かれ、必ず夫はよく働いてくれていると書き添えてあります。

泰三は、しっかりした収入もなく妻子をあちこち連れまわす了法に、自分にも考えがあると怒りの

手紙を送りつけています。東京・京都・島根を転々とし、ようやく鹿児島に住職が決まったとき、

さすがのりうも「女子の身口はかなさにハ何事も思ふに口御両親様にも年に一度の逢口事も難く朝

夕東の空のミなかめてなつかしく存居候乍去これも因ねん先ニ時の到る待のミに御座候・・・jと本音

が出てしまいます。

最後に姑の菅ときから泰三に送られた病気見舞いの手紙を紹介します。りうの書簡と比べ、文字

も小さく平仮名が目立ちます。「まことにまことにJrなにとぞなにとぞJと思いのたけを表現しき

れないもどかしさが伝わってきます。手紙を書くのが得手ではないのもわかります。ときからの書

簡はこれ1通のみです。

おわりに

現代でも家事キ婚期をうるさく言う親はどこにでもいますし、見合い結婚をするカップルも大勢

います。ただ時代性を感じるのは、父親の存在の大きさです。泰三は医業を営みながら家計簿もし

っかりつけ、子どもの教育から結婚相手まで自ら探して決めています。保存されている書簡はほと

んどが泰三か長男宛のもので、妻や娘宛のものは見あたりません。これは女性が正式な手紙のやり

とり(郵便局を通す)をあまりしなかったためか、あるいは泰三が家族全体の通信を管理して整理

処分していたためかと思われます。

封筒をみると、宛名に旧国名が使われていることがありますが、明治20年代に入ってからの国家

主義的空気が影響しているのかもしれません。女性の服装号事館、キリスト教系女学校の俄迭にも

その傾向がみられます。もっと多くのケースに当たってみる必要がありそうです。個人史の研究が

集積されることによって、より深い歴史の饗に触れることができるのではと思いつつ、これで終わ

ります。
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例会参加者の感想、

「鋪句文書j と「私的文書」の対比を思う 菅野員l仔Gfrt肱性史研究会)

「方法論を学ぶE 文書を読み解くJという共通テーマのもと、近世から桜井由幾氏「村方文書から女

性の在り方を探るJ、近代から横漸育子氏「吉野りう書簡(三鷹市保管)を読むJの二本の報告を得丸

前者では、最初に、公的文書を精査することの重妻性が指摘された。各地域に生きた女性像を捉えるに

は、女性が生きた担会の構造を掛計ること、すなわち、支配関係・士主断有関係・生産・人口などをおさ

えることを忘れてはし、けなし叱。それを明らカヰこする文書として、第一に、検地摂・村明細懐・名帯帳など

をあげ、それらを7寧に検討分析することによって、当時の人びとの置かれた位置をおさえること。次い

で、宗門人別帳や人別送り状などを通して、年齢キ壕族構成などを拒握しながら家族関係をおさえること

によって、家の中における女性側立置を捉えることができるだろうと。

さらに、数種類の文書を加え、近世女性像を描くに当たっての必要文書史料の枠組みを指摘された後で、

何点かにわたる具体的文書を素材に、それらの読み方・検討の仕方などの実習をしてくれた。

他方、後者は、それとは対照的で、あった。すなわち、 一人の女性の書簡を丁寧に読み解き、彼女の考え

方の柁握を通して、その時代に生きた女性像描出を試みた報告であった。学校教育の在り方・織脅の前と

後との変化の様子などを追おうと数村重にEる書簡を駆使された。

文書扮類の在り方のひとつに、大きく下鍋句文書」と可助文書」とに区分することがあるが、今回、

奇しくも近世では「鎖句文書」、近イ守では「税句文書」を事例として提示、それらを通して女性像を捉える

試みの見本が示されたーこのような文書の選択の在り方に、近世と近代の「時九の違いを見ることがで

き興味探訪追った。

お二人が話し合っての結果なのかは解らなし、が、依拠する文書が公・私と対照的だったことに、あらた

めて対象とする時代の文書への取り組みの姿勢を伺うことができ、また、それぞれの時代が持つ「問題自

が言外に潜んでいることなども考えること多々であった(これについては、紙幅の都合で省略する)。

もし、文書選択の在り方が逆だったらどうヵ、恐らく、近代では、既に刊行されている統計資料をはじ

め多様な史料操作カ滑う。 一方、近世では、近代のようにフォーカスするには限界がある。ほとんどの女

性は、足跡を残していないから。私的文書のさらなる博捜が必要になるだろう。この近世と近代との違い

をおさえた上で、相互に絡み合わせて女性像を描出する…・・文書の残存の在り方と用い方とに思いを馳せ

ねばなるまし、。

地域女性史研究を進めてし、くためには、近世の報告で指摘されたように、女性たちが存在した背景・柾会

構造をおさえた上で、近代の報告のような方法を用いれば、描出される女性は、確たるものとして位置付

いていくだろう。「公j と「私J、近世と近代、この違いを明ら州こしつつ、相互に手法を交錯させること

によって女性像を描くことが犬切だということを今回の報告から読みとった。そして、文書残存の在り方

の違いに、時代の「進展Jを思ったひとときでもあった。

女が生きた証は文書にあり 八木節子 U¥千代らいてうの会)

近世農村に生きた女性の生活を探る手立てとして、公的古文書を細かく調べている桜井由幾さんの報告

には、男性によって書かれた文書の中から女性の名前を見つけて、そこに記されている意味を考えていく

としづ、樹事きのような面白さが感じられた。「高寄帳Jr宗門人別懐Jr捨子と出生届Jr奉公人Jについ

ての多くの資料プリントの中で「宗門人531助長iは家旋檎或を知る重要な手掛かりになることがよくわかっ

た。また、「捨子と出産jでは捨子を大切に扱っていたことがわかりほっとする思し、だった。今の出生届と

同じように出産届が残っているのも興味深い。

横津清子さんの報告は、明治4年に武蘭童多摩榔揃村(現・三鷹市)で生まれた吉野りうという女性

の手紙をどのように読み解くかというものだった。私はまず、 64通の書摘が、現在三鷹市教育センターに

保若されていることに驚いた。著名な文士の手紙が後になって発見され、文学蛸句な話題になることはあ

るが、手紙はいつか史話示されるべきものだと思っていたからえりうの場合、手紙を残そうとする父親の

蜘也志がなければ残っていなかったのではなし、かと思う。少、子高齢化の時代、跡調っている手紙はど

うなるのか、などとふと思ってしまった。

6 



墨と筆で書かれた文章はかなり読みにくしもまた、筆書きでなくとも手書きの文章治叩Pなくなっている

現在、書いた人の書き癖や性格までわかる文書は貴重に思える。

女性史研究の方法:文書を読み解く方法 具知舎繍京大学博士課鶴

東京ウィメンズプラザで開かれた10回例会は、近世文書とともに近代枝臓の文書の紹介、そして読み解

く方法について学び合う機会であった。桜井さん出丘世の村方文書に見える女性の名前と内容から女性の

あり方を探り、横津さんがこ沼介した明治較勝、吉野りうが書いた手紙からは当時女子学生の一面を見る

ことができた。今回の伊陰では、近世女性史を研究しようとする私にとって身に付けるべき貴重な話がた

くさん出てきたと思う。

まず、女性史専問に用いる資料の収集と解説方法である。近世の刻生方2書いた文書は現存している数が

少なく、それが資挙扮析をもとにする歴史学で大きな障害になってし、た。また、多くの古文書は各地域の

資米韓宮に所蔵されており、データベース化されていなし、ところも多しL こんな状況が分かったのはあ丘の

ことであり、留学したばかりの時ま資料の托躍すらできなかったそれに対して両報告者は文書とは何か

についての定義、資事椴集の一方法ととも川、坊文書で見える女性の名前からたくさんの事実紛争かると

いう、公文書の新しい可能性を見せてくださった。

最後に、女性の自由と権利は時代によって変わるものであり、女性の地位を高く評価しようとする先入

観から轍L、広い回線で様々な文書に鰍もることができるようにしたいと，思った。文書を読み解く方法と

可制生を教えてくださった報告者の方々に感謝の言葉を申し上げます。

いとこと感想
令 本日はとても興味深くお話をうかがいました。近世の女性史を知るには、村の

女性なら、ます守妨文書から読み解く、①ど、この国だ、ったのか、@灘が領主で、財

産や生活費となる金銭がどうだつたか、女性の労働の菊擦をどうみるカ噂興味深か

った。次の吉野りうさんの書簡からその生きた様子を読むことも興味を覚えましたが、まとめの最後、「周

囲の状況に流されて生きる女の身j との言葉に因縁とあきらめ、時の過ぎるのを待っところは、少し残念

に思い、女性筆)がその道を拓し巾、けなかったのかしらと思いました 恵芙久子 υ汗代市)

φ 初めて参加させていただきましたが、熱のこもった会で、興味深く聴いておりました。

道前美繍(名古屋文イ砂欄大学生活文化学科)

φ 妾iこついての研究に手をつけたいと考えてきましたが、史料にあたる方世論がなくて数年悩んでいま

した基礎を学べるこのような研究会はありがたいです。 石島亜由美

φ 女性史研究にとって、(今まで知られていた)史料の読みかえと汝性史研究に使える)史料の再発見

という 2つが重要で研究カ苛Tわれてきたのですが、地域女性史にとっても同じなのだなと考えながらお話

を開いておりました。 京蟻費悦子

第10回例会風景

質問こ答える積書ーさん(起と桜弁さん 7 勲制こメモをとる，加者

01/暢俊子搬船



お知らせ

ぐS
~- ~惨

会第『地域対空史研究』の創刊号についてお願い

会誌『地域女性史研究』を 2018年 10月に創刊する予定で現在準備中?す。内容は、地域女性 j

:史に欝する論文、研究ノート、随想、新刊紹介・書評などのほかに、く東西南北>(仰として、:

:研究交流をかねて各地の研究活動の実情ヰ会運営上の問題などを載せたいと思っています。積極的;

:に投稿してくださ凡宇敬は2∞→∞字以内。原稿締め切りは2018年 3月20日です。なお、

j詳しくは「会報第11号:J 7頁の投稿規定およt賭峰要項をご参照くださ川

《会員情報》 【新入会員】 横津清子(敬調略)却18.3.1現在

@き員会だより》
第7回 2017年12月5日むめ 10 : 30--15 :∞ 
①「会報第12号J編集、印制・発送 (250部印刷、 115件発送)。

②第10回例会準備当日の担当を決める。*資料40部用意 *茶菓の用意せず。

③第11回例会について検討。講師候補西村祝子さん「中世の庶民女性たちJ (仮題)

④委員会の年間開催回数について検討。これまでの年間8"'9回から、原員1.flp6回にする。

第8回 2018年1月16日むk..) 13: 00---16 :40 

①第10回伊陰担当確認、スケジュール確認、

②第10回例会内容近世文書・近代文書を読み解く方法論を学ぶ。 2018年2月18日開催決危

③2018年度例会回数2図。 4月東京、 11月下旬.........12月上旬地肱

委員会開催1月、 3月、 5月、 6月、 8月、 9月。会報発行3月、 6月、 9月。

第9回 2018年3月6日(火.)10:30--15:00 

① 「会報第13号」印刷・発送(おO部印刷、 115件発述。

②今後の課題検討。

*毎回委員会後、引き続き 2時晶強度 f会誌J編集委員会が開かれ、検討が重ねられています。

《各地の女性史研究会の情報》

*オーラルヒストリー総合研究会第40回例会

日時 2018年3月11日(日) 13:30--16:30 場所 東京ウィメンズプラザ第1会議室A

テーマ 「戦後、地域の市民活動に道を拓いた女性たちj

報告者倉橋良子さん ω金非市)、 4惜文子さん(判t田区) コメンテーター折井美耶子

***本:+*+*~*+:+:やわ同時******…山手拍手品ふ品川ふい品川本本間ふ***ふみふ品川ふ***

〈備説話愛読当〉昨年3月開催の幕末維新期の農村女性の村被参加、関喜久子の日記にみる維新・変革の

倣自の報告に蜘ハて、今回地代・近世文書を読み解く講座に参加、「難しい、わからないjというノド

ドノレが少し下がった思い。原史料の大切さも改めて知り、女性史の深さと広がりを実感しました。(刈

地域女性史研究会会報ーここぷ主きここを義えるー 第13号 2018.3.6 

会員募集中! 連絡先代表〒15子制花世田谷区制硲5-37-22

年会費30Cわ円 令制iI ()JI1i yako@yj9. s何 let.ne. jp 折井美耶子

カン/稽槌します! 事務局

編集

制 naiI y，叩ute@pr∞f.∞れne.jp 山村淑子

制 naiI mi yzaki. reik岬beige.plala or. jp 宮崎製子
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地域女性史研究会会報
ーここK生きここを設える一
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地域女性史研究会・第 12回例会<沖縄> 予告

昨年5月開催の第8回例会で、宮城晴美さん(琉球大学ほか非常勤講師)か

ら f沖縄・立ち上がった女たち~日米の政治のはざまでj ー沖縄女性の戦後史

についてお話をうかがいました。今年は、沖縄を訪ねての開催となります。

詳細は次号(第 15号・ 10月発行予定)でお知らせいたします。例会は、

1 2月8日開催となりますが、全体としては、その前後も含めて、 12月7日

(金)'" 9日(日〉の行程を考えております。

基本的には現地集合、現地解散となりますが、ご参考までに、次号で宿泊と

交通手段(航空機の発着の時刻等)について、情報をお届けしたいと考えてお

ります。



【第 11国例会報告] 2018.5. 6開催

東京ウィメンズプラザ第1会議室 A

ノレイス・フロイスが見た 16世紀、北九州地方の女性たち

西村汎子(白梅学問短期大学名誉教授)

報告では、ノレイス・フロイスが書いた『日本史~ (松田毅一 ・川崎桃太訳『フロイス日本史1112 

巻、中央公論社、 1977~1980) を用いた。フロイスには他に、「日本覚書J (岡田章雄訳注『ヨーロ

ツノミ文イ七と日本文化』岩波文庫、 1991)がある。彼は 1532年にリスボンで生まれ、 1562(永禄5)

年に司祭として来日。30年あまり日本での伝道に専念したのち 1597(慶長2)年に長崎で死亡した。

『日本史』には 1549年から 1594年までの、彼が本国の俄草会に書き送った記録が残されている。

(来日以前の部分は、当時日本に滞在していた宣教師たちの見聞記によるものと思われる)。当時の

政制育勢、日本人の思想、道徳観、慣習、行動が記された。彼は好奇心が強く外国人だったために、

日本人にとっては気にもとまらない、しかし今日から見れば貴重な事実を書き残した。特に布教の

対象がすべての老若男女であり、布教上、女性信者の獲得が重要だったために、女性たちの活動を

数多く記録していることが注目される。

その他、アレシャンドロ・ヴ、アリニャーノの『日本巡察記11(松田毅一訳、平凡社東洋文庫、 1973

初版、 1978)も参考になる。彼は 1539年にナポリで生まれ、 1579年から 1603年にかけて 3回、通

算 11年間にわたって、宣教師たちを指導する「巡察師Jとして来日し、日本の慣習など布教上の問

題点を報告した。これらの報告を通じて、当時の主として北九州地方のキリスト教信仰をめぐる女

性たちの実態を追うこととなる。

l.妻、母の位置づけ

妻の姦通に対する処罰は、家父長制の成立を計るめどになる。 1479(文明日)年の姦通の報復を

巡る山名方と赤松方の争い以後、姦夫姦婦は死刑の原則が定まった。ただし、男は有夫以外の女性

とならば、何人でも関係を持つことができた。すなわち、男性の側にのみ、妻や家族、配下の者に

対する成敗権が認められていた。

ヴ、アリニャーノは、日本人の女敵国は妻が自分を満足させてくれる間のみ婚姻関係を続けるという

暗黙の条件で行われ、実際に男性は希望するときには容易に妻を捨てると言っている。妻の方から

も戦乱や国替えの時など夫に同行せず、別れる例もあった。

女性も、家族内での妻、母として州立置づけは高かった。子は父のみならず母の親権に服さざる

を得ず、夫の留守中は妻が、後継ぎが幼い時には母が家長権を代行した。大友義鎮(宗麟)は信仰

上の意見の食い違いから我慢がならず、妻と商勧普した。強力な戦国大名であっても、妻が有力な親

族を持ち、自らも所領の持ち主で、多くの子女が各地で勢力を得ている場合、夫の方が者妙トに出て、

新妻と住み、元妻は相変わらす鴻にとどまって威容を保った、という。

2. 女性によるキリスト教布教活動と妨害活動

フロイスは、女性が父母、夫、子供らを説得してキリスト教に向かわせた例を多く挙げ、特に夫

への感化を挙げている。また、純粋な信者は現世に縛るものが何一つない貧乏な人の中におり、彼

らはほうぼうの村から群がり集まってきて、困難のあるたびに教会に助けを求め、信仰によって苦

難を和らげられた、という。一方、領主の入信は貿易による経済的利害と結びついていた。宣教師
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の側も領主層を信者に獲得することで、領内での布教の自由を得られるだけでなく、主君の家族、

家臣、領民の集団的な入信をもたらすことができた

男性領主はしばしばその権威によって家臣を集め、宣教師に教義を語らせることによって、一度

に 100人、 5∞人を入信させた。女性領主にも同様の例が見られた。平戸の一部大和守南入道の死

後、「その家を治めていたJ母親は、「私の領地」に宣教師を派遣して説教をさせ、 2ヵ村、 550人が

受洗した。しかも、受洗を禁じた一人の若者が命に従わないと、激怒して、殺せと命じ、彼をかば

った家臣を役職から追放し、封禄を没収した。

女性による布教妨害活動も顕著に見られる。先にあげた大友宗麟の妻は、甥の入信を怒り、宣教

師に向かつて教会の取り壊し、全員殺害をすると脅迫、島原殿の母親は仏僧たちの依頼により、有

力なキリシタンを毒殺した。

3.迫害に対する支援と活動

豊臣秀吉のキリシタン弾圧がまだゆるやかだった頃、北政所は秀吉に教会建設用の大木の没収を

やめさせ、堺の商人とその家族の処刑を思い止まらせるために尽力した。秀吉は朝鮮戦役中、名護

屋械にとどまったため、北九州地域では物資や公役の取り立てが激しく、司祭たちの身の危険と、

教会や修道院の破壊が予想された。大村純忠の後家、天草久種の母と妻、志岐の日比屋了荷の妻ら

は夫らの出陣中、自宅を司祭たちに譲り、自分たちは教会や修道院に移り住んで、司祭らと施設を

迫害から守った。

4.戦乱の中での活動

中世の戦争におけるジェンダ一役割は、戦士は男性、後方支援は女性で、あった。ただし、領主が

家臣に土地を分配する以外に何も支払わない以上、武士は、妻がいて日頃から土地を経営し、家産

を運用して家族下人を養い、夫が出陣の際には夫や家の子郎等の武器、食糧を整えて送り出すこと

なしには不可能であった。

戦争、国替えの際には土地は焼き払われ、抵抗するものは殺害され、おびただしい数の人質、と

りわけ女性、少年少女たちが控致され、連れまわされた挙げ句に二束三文で売られた。しかし、女

性たちが武力を用いて防衛した例もある。 1589(天正 17)年、小西行長、加藤清正両軍が秀吉の命

により、天草領の本渡城を攻撃した。この時、城主の有馬氏や天草氏の妻、その娘や息子の嫁たち、

その他の女性たちは、男性たちが戦死してしまい、武器を手に戦う他ないと知り、 3∞人ばかりが

集合しι彼女たちはジェンダー役割を超え、太万、槍その他あり合わせの武器を帯び、城壁の入

り口から侵入する敵に向かって勇猛果敢な戦いを演じ、敵に多大な損害を与えた、という。日本側

にも記録がある。

5.弱者への支援

頻繁だった堕胎や捨て子の記述もある。ただ、長崎では「すべてキリシタンであったからJ人々

は赤児を殺すことなく育て、司祭たちの仕事を手伝わせたため、子供が増えたという。

また、日本のキリシタンが自費で、ミゼノレコルジア(慈悲の組)を作り、教会や病院を建て、貧者

の生活保護、ハンセン病などの病人の看護、身寄りのない高齢者の医療や介護といった社会の重要

課題に取り組んでいたことは注目されよう。

キリスト教信仰をめぐる女性たちの行動には、人道的、非人道的の両面が見られる。どちらの場

合にも積極的、行動的なことに驚かされる。その行動は彼女たちの強烈な意志によることは勿論で

あるが、その土台に母および夫不在の折の妻の法的地位およて期産所有権の存在があったことが考

えられよう。
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例会参加者の感想、

異文化世界から来た男性が書き留めた 16世紀、日本のジェンダー

平井和子(一橋大学大学院社会学研究科特別研究員)

大学の近現代ジェンダ一史の講義で、毎年、初回のーコマは、古代から近世までのジェンダーの

ありょうを駆け足で辿っている。そのなかで、異文化世界からやって来た宣教師であるがゆえに記

録に残り得た女性たちの姿を、『フロイスの日本覚書~ (松田毅一、E・ヨリッセン著 中公新書 1983

年)を使って紹介している。キリスト耕土会では娘の処女性が「最高の栄誉Jであるが、日本社会

では娘の「処女性J、「純潔性Jといったセクシュアリティ認識が未成立であること、夫婦は基本的

に別財産制、娘そ壌の行動の自由裁量の広さ、女性の識字率の高さなどのありように、学生たちは

目を見張る。ただ、わたしの専門は近現代史なので、フロイスのピックアップした事例の時代的背

景や現実との甑離などに疑問ももっていたので今回、中世史の専門でおられる西村汎子さんのお話

を聞くとしづ企画に喜んで参加させていただいた。

西村さんはポルトガル人のルイス・フロイスの『日本史』と、イタリア人のヴ、ァリニャーノの『日

本巡察記』を使って、主に北九州の領主層から庶民層までの女性たちのありょうを語られた。印象

的であったのは、「国替えJのたびに解消される婚姻関係の緩やかさ、女性領主には男性領主と変わ

らない支配権の発動が見られ、それは当時の法・慣習が妻・母 (f後家J)に保障されていた権限と

経済力に支えられていたこと、キリスト教布教活動では、女性が家族を感化する上で大きな力を持

ち、家臣・領民に対しても強制的入信を発動する場合があったこと、戦乱において男性たちが危搬

に陥った時に、女性だけで武装し戦った例もあったことなどである。

討論の最後に、西村さんは、近年、細かな事象に関する研究は精轍を増しているが、女性史研究

の共通の課題一一一家父長制家族がいつ、どのように成立したのカトーに関しては、かつてほど熱心

に論じられなくなっている。個々の課題に向き合いつつ、大きな枠組みの課題も同時に問い続ける

ことが大事だと結ぼれた。

これまで、地域女性史研究では、近現代に関するテーマに偏りがちであったが、地域の文書資料

を別の角度(=ジェンダー視点)から読み直す営みも大事であることが確認できた会で、あった。

共感の眼差しでよみがえる 16世紀の女性たち

田中美恵子(国際基督教大学大学院博士後期課程)

ポルトガル人宣教師ルイス・フロイスが著した『フロイス日本史』を主の史料とし、ルイス

と同時代に来日したアレシャンドウロ・ヴァリニャーノの『日本巡察記』を参考史料のーっと

する、ジェンダー視点での北九州地方の女性たちの分析がなされました。

16世紀の家庭内における妻や母の意外に高い地位、女性領主の持つ男性領主とほぼ同等の支

配権、戦乱における女性の武力闘争とその惨状、簡単に解消される婚姻関係、キリスト教信仰、

堕胎と捨て子、さらにキリシタン女性による孤児、病人、高齢者といった社会的弱者への人道

的支援組織など。

「歴史学を超えた広い領域への関心が必要Jと、西村先生の眼差しは、史料から浮かび上が

る史実を検証するにとどまらず、日常であるがゆえに記録に残りにくい市井の女性たちの生活

や思いにも向けられていました。この女性たちへの共感の視線に触れ、今から 40年近く前、

先生の「女性史Jの講義を受けている際に、それまでぼんやりとしか感じられなかった過去の

女性たちが、急に血の通った存在となった瞬間がよみがえりました。
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中世に生きた女性たちを聴いて

大島芳江(栃木市地域女性史研究会「あいの会J)

今回、『日本史』に登場する主に北九州地方の女性たちの分析を拝聴し、その力強い生きざまに目

を洗われる思いであった。家族関係にとどまらず、領地という大きなコミュニティにおいても女性

の地位が高く、キリスト教への入信・迫害に対しての活動、戦乱に如、て戦ったことは政治・宗教

的に女性が社会へ強く介入していたという事実に他ならない。また、このころから貧困者・孤児の

生活保護、病人・高齢者の医療や介護などに対して人道的支援を女性も男性も協力して組織的に行

っていたことには感銘を受けた。当時あった日本古来ともいえる非人道的ともとられるような婚姻

や堕胎・捨て子、病気にかかった者を放逐するなどの悪習慣をものともせず、行動を起こしていっ

た女性たちの強さは、現代に生きる私たちも見習うべきである。

ところで、先日、妹と山田洋次監腎の「妻よ蕎破のようにJという映画を観た。妻に家出された

夫とその家族がコミカルに描かれていた。作中の平田家は三世代の家族で、卦語である史枝が一手

に家事を引き受けているが、ある日、家に泥棒が入ったことから夫から心無い言葉で責められて家

出する。男が家事をするが全くできない。女の仕事は大したことではないという価値判断が間違っ

ている。この家族の良いところは、各自が言いたいことを言って時には相手を傷つけ決裂するが、

離れず、みんなで助け合い、話し合い、家族であろうと努力しているところである。

現恋の日本社会は、国会議員や一般企業などを見ても重要なことを決定する地位には圧倒的に男

性が占めている。家族は祉会の縮図と私は考えている。様々な家族の形態はあるが、性別も年齢も

関係なく意見を言い合い、助け合うことがよき家族を作り、よき社会を作るのではないだろうヵ、

中世の北九州の女性のように、現代の女性一人一人が家族・社会の中でより輝いて活躍すること

が、幸福で豊かな社会の実現につながると思う。

西
村
さ
ん
の
報
告

熱
心
に
聞
き
入
る
参
加
者
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第4回総会報告 役員改選・新役員承認と沖縄例会日程決定

2018年 5月6日(日)、第 11回例会に先だって、第4回総会が東京ウィメンズプラザ第 1

会議室Aで開かれました。参加者33名。野々村恵子さんが議長に指名された後、折井代表の挨

拶、山村事務局長から 2017年度の活動報告が行われ、加藤会計係から会計報告、五十嵐監査委

員から監査報告があり、承認されました。さらに 2018年度の活動計画を山村、予算案を加藤が、

会誌についての説明が矢野から提案され、これも承認されました。

今年度は役員改選期にあたり、矢野操、山辺恵巴子委員が退任し、新委員には八木節子が就

任しました。なお、矢野は引き続き「会誌Jの編集協力委員に就任となりました。会計監査の

山口美代子が退任し、矢次素子が新たに会計監査に就任しました。

総会当日は、大型連休最後の目。遠方から新幹線等を利用して上京する会員にとってはチケ

ットの割引もなく手に入れにくい状況で、参加できないとの苦情も届きました。本研究会の趣

旨からすれば、全国各地にいる会員に対しての配慮が必要でした。さまざまな条件が不利に働

き、開催場所の確定に困難を強いられていたとはいえ、議事の討論時間も十分に取れなかった

ことも含め、今後の総会・例会開催設定に課題を残すことになりました。総会に参加できなか

った方々や発言の機会を持つことができなかった方々に心からお詫び申し上げます。

4年前の 2014年 3月9日、全国各地で女性史の視点から地域史を見直そうと研究を継続して

きた仲間とともに「地域女性史研究会j が発足したことは画期的な出来事でした。その後、会

員の多くが期待した研究課題や地域資料情報の交換を図るためのネットワーク形成を目指し、

「例会Jを東京と地域(静岡・新潟・大阪・三重)の 2本立てで実施。例会情報・報告要旨・

各地の情報等を掲載した『地域女性史研究会会報』を毎年度 3回から 4回発行しています。

加えて、本年度は研究会誌として『地域女性史研究』が発行されます。会誌発行については、

たくさんの資金カンパをいただ、きました。深く感謝いたします。

今後は研究報告や論考の応募等にも積極的なご参加を期待しております。なお、本年度の地

域例会は 12月8日(土)、沖縄・那覇市で開催されます(1頁をご参照ください)。沖縄例会

担当者の宮城晴美さんともどもご参加をお待ちしております。(事務局・山村淑子)

総会の様子

折井代表の挨拶 宮崎(総合司会) 野々村(総会議長) 山村(活動報告)

委員の紹介

6 
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《新刊紹介》

『古都の占領生活史からみる京都 194ト 195刻西川祐子著平凡社却17年8月25日発行

「私が生活史の立場から占領期研究を始めたのは、所属キ集団から政治を考えるのではなく、あの瞬

間を生き延びた無数の小さな物語から政治キ経済などの大きな物語をとらえなあ寸ことは出来なし、かと

思うからであるj と著者ははじめに述べている。

そして、本書の資料と対去の鞘敷として、

1)住民に対する記憶インタビュー、

2)日付のある文章を重視する文献調査特に地方行政文書、

3)調査結果を地図に書き込む、

4)備考欄に私的言識を書き込んだ年表の作成(祖会変動と個々人の生活跡目互に深刻に影響し合う

様子をみるため)

を挙げている。確かに個人の動静と社会の動きが対比できるところがわかりやすしLまた詳細に書き

込まれた地図に驚く。

占領軍の占領費用は接収住宅の改修費用から、現却採用の雇用人の給与に至るまですべて日本政府の

「終戦処理費Jから出されていた (r倒錯位協定j)。米軍が起こす事故も「見舞金jとして日本の戦後

処理費から支払われていた。 1978年金丸信の「思し、やり予算jは「おもねりjではなし、かと。

「憲法の不戦条項をはじめ、戦後価値というものの柱が削られて細り、転倒し、無効になろうとする今、

戦後を考えるためには、占領期にまで、さかのぼって記憶を再検討する必要がありそうた転倒に理由が

あるとすれば、戦後が築いた生活と恩屈にもろさがあったとすすもば、戦後をその根源でもう 1度とらえ

なおしてこれからを考えなければならないであろう。Jr占領は戦争の続きであり、戦後は占領の続きで

あるかもしれなし¥Jと述べている。

現今の政治状況を考える時さかのぼって考えてみる必要があると思われる。

これからは「負けるとし、う思想」戦争をたたかわない覚悟が必要。「死ぬな、殺すな、生き延びよ」と

著者は具体的な例を挙げて結ぶ。

本書は著者の友人ほか 80人に話を聞いている。だがこれらの公開については「今はまだ混憶証言の

すべてにお名前をそえて公開するべきではないと判断し、インタビュー記録は許可を得たうえで一定時

間をかけて公開基準を定め、できれ陪公共の研費機関に託したいJと述べている。

全507ページのうち、後半の132ページが、つまり全体の4分の1が注と先行研費瀕説と文献リスト、

年表である。 (生方孝子)

『光と陰ーアジア・太平洋戦争と葱鵡の対生一』第11号

- r国民精特格動員の時代・ 1937年.""-J1940年jー菊鴻対生史クラプ 2018年3月28日発行

女性史クラブが共同研究として取り紘んでいる「アジア・太平洋戦争」の第2拡 2013年発行の『光

と除l第9号にまとめられた「戦時体制への序章・ 1931年"'1936年」に続く研究成果が本号である。

表題に「国民精神総動員の時代Jと記されているように、日本のファシズム体制カ漕えられ完成した時

期を対象としている。構成は「序章・ 1章教育・ 2章婦人団体・ 3章働く・ 4幸性と産むこと・ 5章大

陸・終章Jとあり、新潟地域の史資料を挙げて8人の会員が分担執筆し、年表を含め 130頁にまとめて

いる。

概して掲載文書資料の多くが戦時期に出された政府や自治体の通達文であるため、政策の羅列になり

がちであるが、地道に蓄積してきた地域新聞に掲載された当事者たちの投稿や聞き取り資料を用い、具

体例を挙げての叙述や写真資料には説縛力がある。各章末に参考文献と資料が掲載されているが、該当

部の総主文中に「注jを付して出典を明記し、引用部分の「頁Jを示すと読者には親切。女性史クラブ

匂の辛樹郎、資料収集と共同研安瀬続のあゆみは貴重な財産で、 5年後の r1941年'""1945年」の発行に

期待したし、 (山村淑子)
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(お知らせ)

《会員情報》 【新入会員} 西村汎子、水島美穂(敬耕略)2018. 5. 6現在

*お願い入退会、住所変更などがありましたら、折井(代表)までご連絡ください。

《委員会だより》

第 10回 2018年5月m日 ω() 10: 30.......12 : 00 

①第4回総会・第11回例会 (5/6開催)総括

・日程の選定については、郊畠の繁佐期を避けてほしいという要望あり

-総会の時間が短すぎた。今後是正をする必要あり。午前から開始するなど考えられる。

②新年度体制・担当の確認

③第12回例会地域例会「神縄地域の女性史nJ案検討

日程 12/7 (量的各自現地集合

12/8 (土)9:00出発--10:30辺野古着""'11:30辺野古兜/

13:30.......16:30高里鈴代講演/17:30"-'19:30交流・懇親会

12/9 (日)自由解散

④「会報14号J発行 σ/17)計画

⑤ f会話諸島IjfJj号j編集状況報告

第11回 2018年6月26日むた)10:30"'12:30 
①第12回沖縄例会内容検討

②新年度体制・担当決定 代表折井、事務局山村/名簿管理海保/会計)11寄、加藤/庶務瀬上、八木

「会報J編集宮崎、小野、 )11帯、佐藤

「会誌j編集折井、海保、 JI崎、瀬上、宮崎、山村、矢野(特別協力)

③ 「会報14号j発行内容確認

④「会誌倉卵j号」掲載原稿の確認と掲制解案櫛サ

⑤事務局・会計・名簿関係について報告・確認

*毎回委員会後、引き続き 2時間程度 f会誌J編集委員会が開かれ、検討が重ねられています。

《会計から>>r:地域対生史研究会j名義の口座を新設しました。 7月以降の会費納入は、新口座をご利用ください。

①掻替口座 郵便局から償請書用紙利閣) ，(振替日劇 00180-6-588103
ゅうちょ鍬Tに(他行等ぬも網棚) (当座)019鹿 0588103 

②総合口座 郵便局の口座に(貴口座から利用) (記号) 10130 (番号) 56935021 

ゅうちょ鮒予に(他行等から網開) (普通i)018唐 5693502 

*領収書は発行しておりません。「ご利用明細書jを各自保管してくださいますようお願いします。 領収書が必要な方は
事務局までご連絡ください。

わ円***十十円竹村****林ゃい持ふやM怜ふ千円子++ +:+***+ +~日*******こ十三+，.~土**++:+ +***** 

(備機綾部)東日本大震災の傷あとも癒えぬとき、西日本を襲った豪雨は未曽有の災害をもたらしました。

亡くなった方々のご冥福を祈り、一刻も早し、復興を願わずにはおられません。今年の地域例会は対縄で

開催されます。沖縄の現実は私たちの不可視化された現兎それを見つめ、考えたいと思います。 (M)

地域女性史研究会会報ーここぷ生きここを越えるー 第14号

会員募集中!

年会費3αx)円

カンパ議結盟します!

連絡先代表干157明 72 世田谷区祖師谷仔37-22

eィnaiI 0r i i m i yako@!1JIl8 i 1. com 
事務局 @吋naiI yαrute@proof∞れ ne.jo 

編集 制 naiI rniyz紘i.reiko@beige.olala.or.jo 
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折井美耶子

山柑淑子
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地域女性史研究会第 12回例会<沖縄> のお知らせ

辺野古訪問はパスをチャーターしてありますが、席に限りがありますので、参加希望者は事前にご連絡くだ

さい。例会は、基本的には現地集合、現地解散となります。

ご参加のみなさまにお願い

みなさま、各自で、宿、交通手段

を確保してください。

申込は事務局山村までメールで

お願いします。

アドレスは8pをご参照ください。

(申込締切 11月 25日)

例会当日の参加も可能ですが、

なるべく、事前お申し込みに、ご

協力ください。

|なは女性センター!

那覇市銘苅 2-3-1

(なは市民協働プラザ 1F) 

Tel 098 -951 -3203 

モノレール「古島駅j から

徒歩 10分弱

竜書跡常性也:"'.fJ-

なは市民協働プラザ1F 

• 

政お車でお銭しの際l主、地下駐車場をご利用ください.

+ 台搬には限りがありますので、公共交通慢関または

近員障の有料駐車場@のご利用をお履いいたしますe • 



第四回例会〈沖縄2018.12.8)のための鴻櫛珂

高里鈴代著『沖縄の女たち女性の人権と基地・軍閥 明石書店 1996年8月31日発行

本書は、 1982年から 1995年にかけて著者が各種雑誌、新聞などに掲載されたものや、公蹴宮講座、

女性の祭、沖縄問題を考える集会での講演などをもとにまとめられている。女性相談や、女性たちでつ

くる運動の両方につながってきた著者は、多くの涙と怒りと希望を共有しつづけ、この本が女性の人権

の問題を考える一助を願って出版した、という。本書構成は、 I女性の限からみた基地・軍隊、 E“売

春"から“買春"へ、血現代の奴隷制、 W “うない"が変える世界、 V資料、からなる。

本書は、榊思犀還後も同僚全保障条約により日本全体の米軍基地の 75%が沖縄に集中する現実を踏

まえ、基地と軍隊の視点から沖縄に暮らすで女性の人権がいかに侵害されてきたか、を問うたものである。

多くの論点があるが、以下3点だけ、関心が深かった点を記しておきたい。

第 1に、軍隊とは構造的暴力であり、平和社会を脅かすものが軍隊、「平和と軍隊とは共存し得ない

ものJを解き明かし、北京会議の行動綱領にもあえて沖縄を入れた経緯を述べる。一方で、そういう事

実が充分に知られていないことも大いに問題とも付記している。

沖縄の本土復帰の願いは、平和憲法の下への復帰であり、基地のない沖縄だったはずなのに、沖縄に

は依然として米軍基地が居つづけ、基地と隣りあわせの暮らし、騒音問題、危険な訓練施設などなど、

まさに裏切られた気持ちが痛いほど伝わってくる。

第2に、沖縄が負ってきたさまざまな形の売買春状況をどうとらえるのか、といった重たい問題提起

をしている。買春が恥ずかしいことではない不思議な社会として、エイズポスターの事例を掲げる。毎

年何百万人もの日本男性が買春ツアーに参加、アジア女性たちが日本に来て性産業が肥大化し、日本に

買春文化が続いている理由を指摘する。売春に入る原因として、経済的理由や過去の性暴力体験、人間

としての価値を失ったと恩わされる買春文化、即ち父権担会が要因ではないか、と提示する。そして売

買春は、男性苅己社会から生み出された性的搾取の一つの形態である、と結論づけ、説得性がある。

第3に、資料8r年表・米兵による戦後沖縄の女性犯罪J(1945'-"" 1995年)は詳細で、米軍基地のな

かに沖縄県があるのではと錯覚を覚える。 1955年の f由美子ちゃん事件jは 6歳の少女である。自分

の家族を養うために基地周辺で働く女性が強姦・殺害されるケースなど犠牲者はあとをたたない事実を

突きつける。 1995年、被害にあった女性を女性の手で支えるために「強姦救援センター・沖縄jが民間

団体で設立された。沖縄の米軍基地がいかに女性の人権を侵害し続けているかを語っていよう。

沖縄県教育庁文化財課史料編集班編『沖縄県史各論編8 女性史』

2016年3月 18日発行定価5，∞0円

本書は、 1994年から編集事業が開始された f新沖縄県史Jの各論編の 1巻として刊行されたもので

ある。県史として、女性史のみで 1巻が編まれるのは初めてのことであるとされる。本書は、総論およ

び8部に分かれた 32章、 18コラムで構成されており、執筆者は総勢42人にのぼる。約幅の都合上、

沖縄例会に関連する部・章・節・コラムのタイトノレのみ紹介するo

第5部皇民化とジェンダ一一十五年戦争下の刻生の動きをとらえるー

第2章 日本軍「慰安婦jと沖縄の女性たち(高里鈴代氏執筆) 第1節軍隊の移駐と f慰安所j

設置/第2節 「慰安婦j と軍隊/第3節 「慰安婦J問題と「慰安所マップ'J/コラム⑪「慰安

婦j問題の継承(玉城福子氏執筆)
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第6部刻印される米軍支配一生活・労働・佐一

第3章女たちにとっての性産業 ω、野沢あかね氏執筆) はじめにー基地依存のなかの性産業/

第1節 コザ市における性産業の構造/第2節 ライフ・ヒストリーのなかの性産業/おわりに/

コラム⑭基地依存と女たちの労働(小野沢あかね氏執筆)

第8部 fうな川の再倉雌トアメリカへの関い、ヤマトへの間い、持縄への問bトー

第3章軍事主義と性暴力(秋林こずえ氏執筆)第1節軍隊に内在する「構造的J暴力/第2節

軍隊の性暴力は女性性の否定/第3節被害者パッシング一軍事主義が強いる沈黙/第4節不処

罰の歴史ー米軍統治から日米樹立協定、「密約」

「編集経過jによると、「女性史の視点からの時期区分や地元女性の生身の生き方に焦点を当てることj

などが意図されており、それが反映された編目構成になっているといえよう。

紙幅に多くが割かれているのは近代以降である。総論のタイトルは「沖縄女性にとっての近現代J(宮

城晴美氏事嘩)であり、「本書のコンセプトと構成」では、「女性史本来の関心である女の経験や抑圧、

解放といった叙述に紙面の多くを割いたJこと、「基本方針'j8項目のなかには、「女性たちの固有の経

験に着目し、彼女たちがその経験や生き難さをどう考えて自ら行動したかという点を重視するjとあり、

さらに「文字に現れない女性たちのライフ・ヒストリーや写真を重視する」とあることによって、高い

水準を保ちながら、読者は県民をはじめとした一般読者を想定していることが伺われる。本書は、はじ

めて学ぶ史実や多くの論点があるが、以下関心が深かった3項目のみ紹介しておきたい。

第5部第2章 日本軍「慰安婦j と沖縄の女性たち…日本軍「慰知語J制度の目的の第 1は「強姦禁

止j、第2は「兵士の戦意高揚J、第 3は f樹丙防止j、第4として「スノ吋防止」に置かれた。日本軍

は、沖縄県に対し「慰安所J設置要求、沖縄県知事はこれを「拒否Jし、他県へ転任させられた証言も

見逃さない。結果的に、出遊廓の女性たちが「慰部請j徴用の標的にされたばかりか、植民地下の朝鮮・

台湾の女性までが沖縄の「慰安所Jに送られたと、複数の証言や写真などを用いて言謎している。 1992

年に「沖縄女性史を考える会Jが沖縄における「慰安所j調査を開始し、「慰安所マップJを作成した。

2012年那覇市で開催された「沖縄戦と日本軍『慰安婦』展jを契機に、再度「慰安所j、「慰動語jに関

する資料を調べ、沖縄での「慰安所jの数を 145カ所確認した、というのは貴重である。

第6部第8章女たちにとっての性産業…近年、軍隊による性暴力を問う視点が登場し、米兵によ

る暴力が集中したのが性産業に従事するホステスであり、彼女たちは人身売買の犠牲者でもあり、心身

に深刻なダメ}ジを負っている場合の多いことが指摘された。それを受けて、元ホステス女性のライフ・

ヒストリーをとおして見えてきた、沖縄女性にとって米兵向け性産業とは何だったのかを追究している

ことは貴重である。そして、固く口を閉ざした彼女たちの体験の大半は、聞に葬り去られようとしてい

るといった現実のもとで、語らなかったことをどう考えるのかについて検討がさらに必要であることを

指摘しておく、と今後の課題も提起している。

第8部第8章軍事主義と性暴力第4節不処罰の歴史…軍隊による性暴力がなくならない要因とし

ては、加害者が罰せられない「不処罰Jがしばしば挙げられるが、沖縄で続いている米軍の性暴力の背

景にもまた不処罰の歴史があるとし、う。1972年までの米軍統治下では米兵の犯罪に対して臓撒府には

捜査権も知l事裁判権もなかった。そして復帰後には 1960年に日米安全保障条約と同時に締結された f日

米地位協定jが、在沖縄米軍の兵士・軍属による犯罪の処罰を防ぐ高い壁となっている、という。また、

日米地位協定で規定がありながらも、実際の運用ではなるべく一次裁判権を日本側が放棄するという日

米政府間の「密約jがあることもすでに明らかになっており、それによって特に強姦や強制わいせつに

関して起訴されないケースが多いことも指摘されている。外交政策優先で、性暴力・性犯罪の不処罰の

歴史を断つこ と が で き な い ま ま でいるのも何とももどかしい。(海保洋子)
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if地域女性史j と私 (m) I 

「全国女性史のつどいjにいつも刺激され励まされて

勝又千代子(静岡女性史研究会)

1975年の国際婦人年をきっかけに、行政でも女性問題についての関心が高まり、各地域で女性史

の会が誕生しはじめました。静岡も 1977年、ある講座に参加した人の中で、北海道で女性史をや

っていた人の呼びかけで発会、10番目でした。学者や研究者ではなく、女性が置かれている立場や、

風習、常識について疑問を持ったり、勉強したいという普通の主婦や働く人たちでした。当時は女

性史という言葉すら一般的に認知度は低く、女性雑誌と間違えられたくらいです。同年、名古屋で

第1回の全国の集いが開かれ、静岡からも参加しました。それに刺激され本を出すことになりまし

た。そのころ私は読書会と患って入会したので、名古屋の高揚した熱気にあふれた集会の雰囲気は

知りません。

それぞれ公民館の寿大学や、知り合いの聞き書きに入りました。私は知り合いの近所の農家のお

婆さんで、戦前から夫と社会運動をやっていた方にお願いしました。戦前の偏見や弾圧の中でどう

して過ごしてきたのか、疑問に思い、聞いてみたいと思っていました。

書き上げましたが、女性史が何なのか、その当時の時代的背景などについて、何も分かっていま

せんでした。私は若い時、静岡のアマチュア劇団に入札そこで物の見方、考え方、生き方につい

て影響を受け、一応社会運動に対しては理解し同調するものはありました。おぼろげながら彼女の

苦労は分かりました。

しかし 1931年生まれの私は、小学4年で戦争が始まり、敗戦まで軍国主義、皇国史観を徹底的

に叩き込まれ、「爆弾 3勇士Jや「従軍看護婦Jにあこがれ、崇拝していましたので、日本の近代

史は何も知らないまま、戦後のごたごたの中で社会に出ました。その後、残留孤児や社会運動に生

涯つくした方や、思想弾圧で朝鮮に行かざるを得ない牧師夫人など、多くの方のお話をうかがう機

会に恵まれ、近代史を学ばざるを得ない中で、日本、中園、朝鮮、等、歴史の勉強をしました。そ

れは本当に良かったと思いました。自分がどんな現念でどういう立ち位置で、お話をうかがうのか

はっきりしました。それと同時に毎月の例会で、出始めた女性史関係の本をテキストに、お互いに

分担して学び合いました。指導者もいないので、自分たちで勉強するしかありませんでしたから、

遅い歩みで時間がかかりました。転勤や事情で人がかわりましたが、 40年が過ぎました。

その問、第2回の旭川の集い、台風でやっと会場にたどり着き、話し合いや米田佐代子氏の講演。

新鮮で体にしみこむ思いでした。高橋三枝子さんにはお世話になりました。第4国松山の「ここに

生き住み働き、学び、たたかい、ここを変える女性史をめざして」のテーマは今でも好きです。男

性たちの協力も素晴らしく、万全の準備を重ねた集まりでした。足立区での交流会、こじんまりし

ていましたが、心置きなく話ができました。 5回の沖縄には、いまだ基地問題があり、民族的な習

慣も興味深く、忘れられません。等々.…..0

会が出した第7集の中の f静岡の母親運動Jは何も記録がない初期の出発を、苦労して資料を探

し記録できたことは良かったです。戦後の女性たちの運動の歴史は面白いものでした。今でも私に

! とって女性史は、学びの場です。多くの人と知り合い、心を通わせ戦争や女性の暮らしをうかがっ ， 

i たことは、どれほど貴重な宝物かと、続けて良かったと思います。

4 



北海道胆振東部地震を体験してー震度?と大停電(ブラックアウト)

林恒子(札幌女性史研究会)

9月6日(木)3時7分、札幌市東区の自宅で激震に襲われた。テレビをつけると苫小牧市東隣の

厚真町が震源で、震度 6という(のち 7と修正、東区も後日震度 6と報告)。居間のベニヤ製書

架が倒れ本が散乱、まもなく電気が消えた!携帯ラジオをつけ、 8時頃予備の電池を買おうと近

くのコンピニに行くと棚は空っぽ、水や食品パックを買う行列…。この日は殆どの唐舗で行列、

そして閉底。信号の消えた道路を車はそろそろと走る。携帯電話の充電が可能という市役所本庁

のロビーには長蛇の列ができた。

幸い我が家は当日 14時半に電気が通じたが、札幌市内の復旧も相当バラツキがあった。市電・

地下鉄や JRは翌日から運転開始、週明けには減便しながらかなり平常化した。しかし全道規模

の大停電、日本初のブラックアウトは道民の生活に大変な脅威となった。特に電気で水を供給す

るマンションの高層階に住む高齢者は、給水所から水を運ぶこともできない。これが厳寒期だ、っ

たらどんなに犠牲者が増えたことか!冷凍・冷蔵機能が停止した食品は廃棄され、生産・輸送・

販売などあらゆる活動が停滞した。

さらに札幌市南東部の清田区里塚と隣の北広島市で液状化現象が発生し、住宅地と霊園の一部

が陥没した。北東部の東区でも、地下鉄東豊線が通る東 15丁目屯田通で 4km余りに陥没したり

亀裂が入ったりして、応急工事が施された。苫小牧港の物流拠点でも液状化による被害の調査が

始まった。

電気が通じてすぐパソコンを入れると、まず本会の海保さんからお見舞いメールが届く。教員

グ、ループのメーリングリストで市内の学校が 2日間休校、避難所に指定されて出動した教員の状

況などが刻々と伝わり、避難要項や出動態勢、登校した生徒にどう向き合うかの指示についても

初体験で、いろいろ問題もあったようだ。

19日に停電はほぼ解消、節電要請も解除され、翌日の『北海道新聞』は f北電停電事故の検証

委員会発足J、「建物損壊 1500戸超、内札幌 6割」ほか各産業被害の概況と増加の見込みを伝え

た。震源地の厚真町は太平洋岸の温暖な農村で稲作が盛ん、移住者も増えてきた矢先に火山灰の土砂

崩れ(明治以来最大規模)で 36人が死亡(全道で 41人)。さらに大停電のため機械搾乳ができ

ず乳房炎で苦しむ道東の牛と酪農家のTV映像には涙が出た。これは人災、まるで「なぶり殺しj

ではないかと怒りを感じた。

我が家は 2002年に改築の時、「老後の安全のためにJとすすめられオール電化にしたが、福島

原発事故後は「泊廃炉訴訟j に参加している。そのニュースの最新号に「北海道大停電(ブラッ

クアワト)は人災Jと、北電(北海道電力)が泊原発維持と再稼働をめざす工事に多額の費用を

かけ、東京電力などがすでに稼働させている LNGガス発電設備は石狩湾口に現在建設中、苫東

原真に旧式の大型石炭火力発電所を集中させてきたことなどを厳しく批判している。

10月5日8時58分にも厚真で震度5弱、札幌市東区で3という余震があった。東区は早くか

ら入植がすすんだ f日本の玉葱栽培発祥の地Jであるが、それを伝える札幌村郷土記念館は地震

の被害を受けて休館。清田区の液状化による住宅被害も増加中で、対策を求める住民組織が作ら

れたとしづ。今朝の新聞はコープさっぽろの「大停電による損害賠償を北電に請求する方針j を

伝えた。地震から 1ヶ月、道民の抱える課題は重い。
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被信 aひろ制

《関連学会・研究会・団体等の情報》

女総合女性史学会近現代例会 2018.9.1 大阪経済法科大学東京麻布台セミナーハウス

高良留美子構演『日中・アジア太平洋戦争と高良とみJ

高良とみは婦人運動家、平和運動家として戦前から戦後も長く活躍したが、今回の報告は、戦

時期の活動に絞って、娘であり、詩人・女性史研究者でもある留美子氏が論じた。参加者22名。

まず、とみの敗戦までの略歴を紹介し、そこには①アジアの植民地解放と世界平和 ②女性の

生活改善と農村問題というこつのテーマが交互に現れてくるとした。話は、とみが賛同した新体

制運動から、唯一の婦人議員として臨時中央協力会議に出席したものの、大東亜共栄圏構想には

危機感を抱いた大政翼費会との関係、ファシズムの確立にまで及んだ。議論も婦人運動活動家の

戦争責任問題が中心となっていった。ファシズム、国家主義、ナショナリズムなどの定義をきち

んとしたうえで、国内外の政治・社会状況を複合的にとらえる必要性を感じる。

戦時期の個人の活動は他人が評価しでも難しいのに、娘が客観的にきちんと追うのは、なかな

かできることではなく、貴重な話を聞けた会となった。また、とみは、戦後は政治家や平和運動

家として幅広く活躍したが、私が住む東京郊外・小金井の婦人会でも講演しており、戦後のこと

も聞きたかった。続きが待ち望まれる。(瀬上 ゆき)

吹田本オーラル・ヒストリー学会 (J僻仙)第 16回大会 2018.9.1-----2 東京家政大学

報告者として考え続けた『聞く・聴く一書<J

第 1日目の特別講演は同大学名誉教授樋口恵子さんによる「語り得ぬ性被害一戦時暴行による

妊娠と中絶をめぐってーjで、敗戦時 1946"'46年の引揚げを対象に、女性たちの語れない性被

害を聞き取ることの困難性を取り上げ、大きな課題を残していることを問うた。現在も、戦時に

おける性被害は世界的な重要課題である。

また、研究実践交流会では、『語る歴史、聞く歴史ーオーラル・ヒストリーの現場から一~ (岩

波新書)の著者大門正克さんが(今春「オーラル・ヒストリー総合研究会Jでも報告)、発題者の

一人として raskから h胎nへー聞く現場の身体性回復のために」のテーマで基調報告を行い、

それに対し、倉石一郎さん (W増補新版・包摂と排除の教育学』の著者)が、 rw書く』ことの現場

性について一書く実践のよどみとこわばり j と題した応答的問題提起を行った。この交流会は、

聞く現場にこだわった歴史叙述の考察を、参加者全員でともに深める場をつくっていくことを意

図しており、今後の深化に期待したい。

2日目は、大会校企画テーマセッション「女性の声を聴く jが設定された。報告者は女性3人。

①柳原恵 rw東北の農婦(おなごuの声を可視化するために:石川純子の聞き書きをめぐる一考

察j、②薄井篤子「避難の体験に耳をすまして」、③山村淑子「突知破られた『沈黙』と日常化さ

れていた『圧力~J の 3本だった。与えられた報告時間は各 20分。短時間で報告内容の未消化は
否めなかったが、当初この分科会のコメンテーターとして予定されていた大門正克さんも参加。

異なる現場を持つ報告者それぞれに、感想や今後の課題等が伝えられた。当方の今回の報告につ

いては、後日論考にまとめる予定である。

大会最後は、シンポジウム「食に聴く・食を書くー食の媒介者たちをめぐる歴史と社会一jで、

人の生存に関わるライフストーリーの重要テーマとして企画された。現在注目のテ}マであり、

農業史研究者藤原辰史さんのコメントを聞かずに帰ったことを後悔している。(山村淑子)
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*"オーラル・ヒストリー総合研究会第42回倒会 2018.9.8 東京ウィメンズプラザ

柳原恵続演『く化外〉のフェミニズム

一泊手・麗ら舎続審会のくおなご〉たち』を著して

中央の政治、文化から疎外され、収奪の対象としてしか存在しないかのようなく化外>の地、

東北、岩手。そこで育まれたくおなご>の思想と運動について、岩手県花巻で「おなごわらしJ

として生まれ育った著者が、静かに自著誕生の経緯と今後の展望について語りました。

「おなごわらしJは東北弁。この言葉には中央に対する地方、男性に対する女性、大人に対す

る子どもとして、人々の無意識の差別が反映されています。そういう風土の中で、小さな疑問を

持ち続けた著者が、「女に大学教育を受けさせるのは無駄だ」とし寸周囲の大人たちの暗黙の了解

を突破して、首都圏の大学に進み研究への道を歩んだ自分史を語り、その模索の中で出会った岩

手の女性たちがつくった麗ら舎読書会の活動について考察を深めたものでした。

1970年代前半のウーマンリプとその前後の女性運動が断絶しているとする見方に対して、

1950"""60年代の女性たちの運動もジェンダーの視点を内包しており、リブと接続していること、

リプで提起された問題がその後の女性運動にも引き継がれた連続性があるとの考えは麗ら舎の活

動からも裏付けられていると思われます

さらに、先行研究の問題点として、 70年代前半の東京を中心としたリプ運動を重視し、「地方J

の動きを視野に入れたリブ前後の運動の実像がほとんど解明されていないことを指摘。今後は「地

方j に着目し、複雑で多様性のある動きを含めた全国的な運動のありょうを明らかにする必要が

あること。また、女性たちが経験した f近代j の内実は地域によって異なり、異議申し立ての内

容や方法も地域的特徴があり、「地方jの動きを調査し、考察していくことで、現代女性運動研究

へ新たな知見を提出できるのではないかと力強く述べられました。

博士論文執筆の過程で、指導教授から「研究対象として対象化しきれていないj と指摘され、

悩んだことも率直に話されました。 JOHA (日本オーラノレ・ヒストリー学会)での報告の後、

「対象への思い入れ、愛がなければオーラノレ・ヒストリー研究はできない」ともいわれたとのこ

と。その通りと私も考えます。現在チリ在住で、既にチリの女性運動の調査に取り組んでいる柳

原さん。広い視野と対象者に寄りそう豊かな感性を持つ若き研究者に心からのエールを送りたい。

(宮崎禦子)

《地域女性史出版情報》

『江東に生きた女性たち 21世紀の女たちへの証言』第 7号江東の女性史研究会 2018.9 

被爆体験(遠藤昌子さん)や江東区の女性センターっくりに奔走し、現在は市川房枝記念会

の常務理事をしている日高みさをさんの聞き書き、男女共同参画フォーラムの講演記録など。

特筆すべきは、若い男性会員(東大大学院生)羽生有希さんが、会の新代表になったとのこと

です。

陣縄関漣図書紹合|

高里鈴代『沖縄社会を拓いた女たち』 沖縄タイムス社 2014.12 

宮城晴美『母の遣したものー沖縄・座間味島 f集団自決j の新しい事実J新版 高文研 2008.1

大越愛子編『脱暴力へのマトリックス』青弓社2007.3

ω章沖縄・基地問題・暴力 高里鈴代1宮城晴美 f大越愛子/井桁碧)

沖縄タイムス社編『これってホント!?誤解だらけの沖縄基地40年の問いかけ』高文研 2017.3

古関彰ーほか著『沖縄憲法なき戦後』みすず書房 2018.2

西山太吉監修土江真樹子訳 高嶺朝一協力『ケーススタディ沖縄返還』岩渡書庖 2018.8

鹿野政直『沖縄の戦後思想を考える』岩波書庖 2018.7 

大田昌秀『新版醜い日本人一日本の沖縄意識』岩波現代文庫 2000.5

翁長雄志『戦う民意』角川i書唐 2015.12 

琉球新報社編『外務省機密文書 日米地位協定の考え方増補版』高文研 2004.12
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(お知らせ 長
会誌『地域女性史研究』倉汗U号が発刊されました!

2016年4月の第2回総会で承認されて以来、ご寄稿の呼びかけ、締切後は編集に取りかかり、

会員のみなさまのさまざまなご協力により、 2018年 10月訪日創刊号を発行することができま

した。感謝をこめて「会報 15号j とともにお届lすいたします。

《会員情報)) (新入会員】 熊谷啓子、堀井広子(奇矧略)2018. 10. 16現在

【言ト報】 永原和子 2018. 7. 28 永眠

*お願い入退会、住所変更などがありましたら、事務局(山村)までご連絡くださし九

《委員会だより》

今年度第3回 2018年 7月 17日(火) 10: 30--....13 : 00 

① 「会報 14号」旬、 250部印刷、 117部発送

②沖縄例会準備状況報告(山村)

③ 「会誌創刊号j250部(会員無料配布、会員外頒価J
今年度第4回 2018年9月 18日 ωく)10:30........15:00 

①第 12回沖縄例会内容検討

A:辺野古見学スケジュール

B:懇親会会場(まりんぼっくす)

② 「会報 15号J内容検討

③ 「会誌創刊号」編集状況報告(折井)150p tこ
怜年度運営委員の紹介1

(当初予定の約2倍) 費用予算50万円
後タ底的 小野宮崎瀬上加藤山村佐藤川寄

④沖縄例会事前学習会 13:30........15:00 担当海保
前ヂi佐より 海保折弁八木

テキスト 高里鈴代著『沖縄の女たち(女性の人権と基地・軍隊』

沖縄県教育庁文化財課史料編集班編『沖縄県史 各論編8 女性史』

*第3回委員会後、引き続き 2時間程度「会誌J編集委員会が開かれ、検討が重ねられました。

|会計からい 側 年 度 年 会 費(3000円)未納のかたサ

年会費(2018年4月-----2019年 3月)を下記のように納九くださいますよう、お願いいたします。

領収証は発行しておりませんが、必要なかたは事務局までご連絡ください。

ゅうちょ樹子総合口座記号10130 番号56935021 名義地域女性史研究会

振替用紙使用の場合 口座番号 00180-6-588103 力口氏者名 地域女性史研究会

(備繰後約〉

今夏は豪雨、台風、地震などの災害の多い年でした。被害に遭われた方々に心からお見舞い申し上げます。

10月に入って朗報が二つ、沖縄県知事選で翁長知事の跡を継いだ玉城デニーさんが8万票の差をつけて当選。

またノーベル平和賞は、戦時の性暴力の撲滅をめざしているコンゴのデニ・ムクウェゲさんとイラクのナディ

ア・ムラドさんに決定。平和と女性の人権をまもる動きに大きな一歩と期待しています。 (0)

地域女性史研究会会報ーここぷ生きここを老えるー 第15号

会員募集中! 連絡先 干157羽 72 世田谷区祖師谷5-37-22

年会費3αx)円 代表 e弔問 I0r i imi yak嶋田1eli 1.∞m 
カン/篭結盟します! 事務局 eτJa i I yomute@proof. ocn. ne. jp 

編諜 eイ問i1mivzaki. reiko@beige. plala. or. jp 
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折井美郁子

山村淑子

宮崎製子



第 16号****料開抑制問問問 2019.2.22 

地域女性史研究会会報
一ここぶ生きここを義える一

************************************************ 
目次

第5回総会・第13回例会案内・・・・・ 1 地域女性史を歩く医 ・・ ・・・・ 12 

第四回例会報告・・・・・・・・・・・ 2 交読のひろば・・・・・・・・・・・ 14 

第12回例会参加者の感想・・・・・・・ 4 ~会誌』第 2 号の原稿募集要項・・・ 15 

第四回例会風景寸描 ・・・・・・・・ 10 お知らせ・・・・・・・・・・・・・ 16 

*ネ***************************************************本****************

地域女性史研究会第5回総会・第 13回例会のお知らせ

私たちは地域女性史を研究しています。その研究の結果をどのように発表したらいいで

しょう治、それぞれの地域で会誌などを出しています。しかし、その成果が果たして日本

の女性史、日本の歴史に反映しているでしょうか。事実を掘り起こすだけでなく、検証し、

きちんと叙述することによって、ないがしろにされてきた女性の歴史、わけでも地域の女

性たちのあゆみを歴史に位置づける必要があると思います。

今回は、研究し叙述する方法についてお話をうかがいます。みなさまの活発な議論に

期待しています。ふるってご参加ください。

参加ご希望の方は、事務局山村または折井まで(16頁参照)メ}ルでお申込みください。

また、終了後交流・懇親会を予定(約1時間)しております。こちらもあわせてお知らせください。

事前申込みなしで当日参加も可能ですが、できるだけご協カをお願いします。

(東京ウィメンズプラザ)

渋谷区神宮前 5-53-67 TEL 03-5467-1711 

'JR ・東急東横線・井の頭線・東京メトロ副都心線

「渋谷駅j宮益坂口から徒歩 12分

・東京メトロ銀座線・半蔵内線・千代田線 f表参道

駅JB2出口から徒歩7分

・都パス(渋 88系統)r渋谷駅Jから 2つ自

(青山学院大学前)バス停から徒歩2分
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【第 12回例会報告】 2018.12. 8開催

なは女性センタ~ 1F 

沖縄近現代史に見る女性の性

高里鈴代(基地・軍隊を許さない行動する女たちの会)

1. 1879年(琉球処分)琉球から沖縄へ一明治政府への併合を受けて

琉球処分前は、 500年以上にわたり、独自の文化を持ち、独立した琉球王国を形成していた。

トートーメー制度という、位牌の継承を男子がになう父系、家父長制度が強く、系図に女性は

入らない。天皇制も閉じである。1980年代まで、男子を産むまで出産させられた。

女性は織物上納などの苦役を強いられてきた。明治民法下で、入れ墨・毛遊びなどの慣習の

禁止、女子教育の実施がされたが、決定する側にはいなかった。

公娼制度は、辻に統合され、祭J市は、古来から女性たちの霊力によって支えられてきた。琉

球処分後も継承され、男子禁制だった。

2. 沖縄鞍の特徴:戦時体制と女性本土防衛のための捨て石職、陸軍 32軍創設

1944年 3月、陸軍 32軍が創設され、沖縄で、本土上陸をくいとめる作戦で、あった。

沖縄に軍の命令による慰安所は、 1991年、厚生大臣は 7か所と答えたが、地元の沖縄では、

57か所を確認し、翌年、全国女性史研究のつどいでは 121か所と発表され、現在 145か所を

確認している。

32軍の兵隊は、中国山西省などからかき集められ、山西省の 62師団から数千人を運んだ対

馬丸は、 1週間後、沖縄から本島への学童疎開の疎開船になり、撃墜された。 32軍は、民間住

宅にも分宿させ、慰安所としたことは、軍事日誌に書かれている。

3. 女性は戦後の復興の担い手

地上戦を生き残った住民は、 16か所の収容所に収容され、米軍は基地を建設。沖縄にある米

軍基地は、第 2次世界大戦によって、この地域を不法に占領した結果であり、それは現在に至

っている。

1945年 8月の沖縄の人口男女比は 38対 62。 防衛隊の中核を担わされた 15----44歳の男性

は全人口の 4.7%でしかない。戦後復興は女性が担い手となった。

4. 戦後一日本の独立・主権回復と引き換えに沖縄は米軍占領下へ

1947年9月、天皇メッセージが出され、米軍による琉球諸島の軍事占領継続を望んだ。 日

本の主権を残したままの長期租借で、米国と日本の 2か国条約とする。日本国憲法の坪外に置

かれた沖縄では、基本的人権はなかった。

1952年 4月 28日のサンフランシスコ講和条約が締結、発効された。 1952年----53年、朝鮮

戦争時に、銃剣とブノレドーザーによる基地の拡充。

本土より半年早く (1945.9.20)女性参政権が行使されたが、米軍兵士による女性の身体への

性的攻撃という・新たな戦争 wが始まった。米軍上陸直後から始まる無法地帯での数々の悲惨

な事態が生じた。
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5. 占領政策の最優先は性病予防~Aサイン制度一基地周辺の売買春地域形成

1) 1950年9月、嘉手納基地ゲート前に集娼地区を形成、"八重島“が誕生

2) 1951年 11月、新辻町(小禄米軍空軍基地)、他の基地周辺にも特飲街(後にAサイン

パー)売買春地区が生まれる。

3) 1952年 12月、!日那覇市の辻遊郭「料亭松の下J再興、 Aサインを取得

新庄正子さんは、 4歳でま士に身売りされて、ジュリ(遊女)となり、日本軍の慰安婦となる

ことを強いられ、戦後米兵相手の仕事に誘われたが断り、自力で自由を獲得したという悲惨な

体験を本にした。

6.ベトナム戦争と基地経済 基地の衝で絞殺される女性たち

沖縄の女性たちは、ベトナム帰還兵の性的攻撃の対象となり、毎年 1-----4人が絞殺された。

1969年には、約 7，4ω人の女性が売賀春関連で働いていた。

売春防止法成立が本土は 1956年だが、沖縄では 1970年、施行 1972年復帰後で、遅れた理

由は、売買春関連産業がドルの大きな稼ぎ手だったからで、ある。恒常的な暴力の現実が続き、

米軍人による女子高校生刺傷事件等に関する抗議決議が出された。

1972年に施政権が返還されたが、米軍の駐留規模は変わらず、米兵による事故事件、女性、

子どもへの性暴力、人権侵害は続いていた。

7.北京会議の最中、沖縄で3米兵少女レイプ事件

1995年 9月 4日、第 4回世界女性会議が北京で開かれ、戦時強姦は戦争犯罪とされ、犯罪

者処罰と被害者への補償を政府に求めるとする行動綱領を発表した。同じ目、米兵 3人による

少女への性暴力事件が発生し、 10月21日、性暴力事件への抗議・県民総決起大会に 8万5千

人が参加した。

8. 1996年4月、 SACO合意

日米両政府は沖縄の負担軽減として、普天間飛行場辺野古移設、北部訓練センター過半の返

還が合意された。この間、米軍の基地機能は強化されるが、軍隊の撤退、規模縮小は無い。そ

の後も、元海兵隊兵士による強姦事件など、性暴力事件は続いた。

まとめ

軍隊と軍事基地を脱し真の安全保障へ

軍隊による性暴力は構造的暴力である。しかし、沖縄において、米軍によるレイプ、性暴力

犯罪に告発の声が弱いのは、日本社会が国家主義、父権主義社会で、人権尊重から遠いからで

ある。

真の安全・平和な社会に向けて

女性史の意義は、事実を掘り起こし、 地場合性礎石高究会

検証し、人間の尊厳を回復することにあ 第 12回例会<沖縄?

るのではないか。語る・伝える・沈黙を

破って声をあげることが大切である。

(文責:瀬上ゆき)

伊
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例会参加者の感想、

沖縄の問題を自分のこととして考える

小山女性史研究会 内田敏子・高橋サイ・ 毒島恵子・森口以久子

2018年 12月8日、地域女性史研究会が沖縄で開かれた。定例会の前の午前中に辺野古の海を

訪問するというので、小山から 4名で参加した。2004年 4月から始まった座り込みは(県庁前

から辺野古へ毎朝パスが出、事前申し込みなく参加できるという。これも活動継続の力になって

いるのかと感じた)、もう 15年。辛抱強し、活動なのになぜそれが為政者に届かないのか、なぜ日

本政府の「思いやり予算j で辺野古の海が埋め立てられていくのか、日米地位協定とはいったい

何なのか、私たちは考えさせられた。

午後は、午前中から貸し切りパスに同乗し説明してくださった高里鈴代さんの「沖縄近現代史

に見る女性の性」の講演。沖縄の歴史と現状について、基地問題や辺野古移転問題、戦時中や占

領下での実状や歴史的背景等、私たちには想像を越えた内容に衝撃を受けた。

敗戦後、沖縄の地が米軍の統治下に置かれてからすぐに兵士による性的暴力が始まり、それが

今も続いており、老若男女、年齢間わず、女性のみならず少年への性暴力も起こっている。抗議

の声は何度も挙がるのに、 一向に解消されないまま時が流れていく。本土に住む私たちの沖縄に

対する関心の浅さが、米軍基地があることによって起こる性暴力がなくならない原因ではないか

と思った。辺野古の基地反対運動にしても、私たちの住む場所で「反対している人って基地以外

から来ている人が多いっていうんでしょ ?J という声も聞かれた。メディアの影響恐るべし。

昨年の 12月、ノーベル平和賞を受賞したコンゴ、の医師デニ・ムクウェゲ氏とイラクのヤジディ

教徒ナディア・ムラドさんの受賞式があった。その時の記事を読み、ムクウェゲ、さんの「悲劇か

ら目を背けることは、共謀していることと同じですj という言葉を聞き、私たちは沖縄の問題を

わが身に置き換えて考えることが大切と考えた。そして、何が真実か現場へ行って見る目を養わ

なければ-ーと思った。

沖縄の痛みに連なって

国武雅子 (長崎女性史研究会)

久しぶりに沖縄を訪れ、 1992年の全国女性史研究交流のつどいの熱気を思い出した。分科会で

唐突に手を上げ「これを言わなければ死ねない」と沖縄戦の体験を話された女性があった。まだ

血の噴き出ている生の体験、記憶に接して、このような想いを歴史に残す作業に参加したいと思

ったことだった。

今回、辺野古を訪問し、高里鈴代さんのお話を開いて、沖縄の痛みがずっと続いている現在進

行形のものであると改めて学んだ。戦争の悲惨さを体験した人、アメリカ占領下の抑圧を体験し

た人、基地にまつわる被害を知っている人、それらの人々が同じ痛みを次の世代に味合わせたく

ないと様々な形で戦っているのが現在の沖縄の状況であると思う。

「基地・軍隊を許さない行動する女たちの会Jの高里さんの話は痛みを知っている人の、現場

で、闘っている人の迫力が伝わってくるものであった。

琉球王国の時代、沖縄の女性たちは霊力を評価されながらも、独自の家父長制下で抑圧され、

島津へ納める織物の量産のために苛酷な労働を強いられたとし、う。内在していた女性への抑圧が、
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島津という外部からの圧力によって増幅された。近現代史においても、同様の構図が維持・強化

されたと言えよう。家父長制の残存、「日本Jのために沖縄の犠牲をやむを得ないとする日本政府。

傍若無人のアメリカ軍。沖縄差別、女性差別のもとで、何度も何度も繰り返される性暴力。そし

て粘り強し、女性たちの抵抗。

高里さんたちが望んでいるのは単に辺野古の新基地建設を阻止することではない。軍事力によ

る安全保障という欺輔、国家の利益のために個人の人権を犠牲にしてもかまわないという価値観

を乗り越えることである。そのための国際的な女性のネ ットワークも形成されているという。沖

縄の痛みを共有して、その輸に加わりたいと思った。MeTooと。

諦めないことは負けないこと 辺野古のたたかい

山田 裕美 (大阪女性史研究会)

辺野古の新基地建設では政府が法律違反を重ね、新基地反対の民意を無視して工事を進めてい

ます。

沖縄例会の 2目前、朝一番のパスでゲート前に。前回の時は警察車両でゲートを塞いで排気ガ

スを撒き散らかしていたのがネットとコンクリの遮蔽物に変わっていました。人 1人が通れる幅

の歩道に立ち、わずか5人ばかりで集会が始まりました。遅れて来たうるま市の女性が、朝4時

半にメールが鳴って、安和の琉球セメント桟橋から海に投入の石が運搬船に積込まれるから集合

と言ってきた。今日はゲート前の予定だしどうしよう、安和に行こうかと迷った声。オール沖縄

のうるま市の方たちは安和に行かれたのです。少し人が増えてきた中に車いすで来られた島袋文

子さん。ここが肝心だから空けるわけにはし、かないと来られたのです。いつもは 3回集会と排除

がありますが、この日は沖縄県警機動隊が安和に行ったため、ゲート前は警備員だけで排除はな

く、ダンプも来ませんでした。しかしカヌー隊は安和の海に出て船が出航しないように船の周囲

に近寄り日没までは止めたとのこと。命がけです。

翠日は 10人で“座り込めここへ・・・"と歌っていると、ダンプがどんどんやって来て列を

作り、機動隊の 1小隊20人余がやって来て排除の始まり。“海を壊されるのはいやだから動きた

くありません"と言うと若くてごっつい体格の機動隊員 2人に両腕を持たれ 1人に足を抱えられ

柵の中に持って行かれました。しばらく拘束です。全員が排除されて遮蔽物が動かされ、列を作

って待っていたダンプが石を満載して基地の中に入っていきます。 10人で 10分近くストップを

かけたことになります。 1人は頼りない力ですが、少しは工事を遅らせる役に立つことができま

す。200人も超えると排除が出来なく警察もお手上げ。だから私は座りに行くのです。沖縄の方

たちが毎日のくらしの中で、新基地はいやだと行動されていることに頭が下がります。せめて私

たちにできることをやりませんか。

辺野古に軍事基地は作らせない

野々村恵子(練馬女性史を拓く会)

2018年 12月8日午前9時、県庁舎前から辺野古に向かつてパスは走り始めた。1時間半の道

のり。14日に予定されている土砂投入を前に緊迫した辺野古にはダンプカー400台、 5隻の台船

が待機しているとし、う。
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説明役は基地・軍隊を許さない女たちの会共同代表高里鈴代さん。案内役は夜の交流会で沖縄

舞踊を踊ってくださった源啓美さん。

1995年、米兵による少女暴行事件をきっかけに、基地撤去を訴える県民の大運動が起こり、普

天間基地返還が打ち出されたが、代わりに辺野古の新基地建設案に県民の怒りはさらに拡大した。

以後、辺野古新基地建設をめぐって県知事、名護市長らの対応、は好余曲折をたどる。

シュワブ基地 (1965年設置)近くの辺野古漁港にある座り込みテント村は 1996年に設置され

て以来、沖縄戦争や復帰運動を経験している年配者を中心に 5347日に及ぶ座り込みが続いてい

る。 2014年に完成するはずの新基地はいまだもってめどがついていないばかりか、いつできるか

も全く不透明なままである。辺野古の地図をよくみてみると、辺野古弾薬庫の表示があった。か

つて核弾頭があると聞いたが、現在も埋められているのであろうか。不気味である。

沖縄戦において米軍は、上陸後、南部では激戦が続くなか、北部ではいち早く収容所に住民を

収容、住宅地にブルドーザーが入り、米軍基地をつくってしまった。以来、復帰後も基地はその

まま、現在も沖縄の 15%に米軍基地があり、軍属 5万人が駐留、残りの 85%に県民 100万人が

住んでいる。米軍の演習は基地内だけではなく、沖縄全体が基地にされている。宮古島、石垣島

にも大規模な自衛隊基地を建設中であり、米軍と自衛隊の繋がりは増すばかりである。膨大な基

地建設、維持費はすべて日本の思いやり予算。

戦時中から戦後、現在に至るまでの 70年以上にわたる米軍による数々の強姦、暴行の限りは、

基地の、軍隊の、戦争の現実の姿である。普天間にも、辺野古にも、そして日本のどこにも米軍

の基地はいらないし、もちろん自衛隊の基地もいらない、自衛隊明記の改憲なぞまっぴら。平和

と人権確立のために闘う沖縄の人々との連帯を誓う辺野古訪問で、あった。

たくさんの刺激、感謝

祇園寺広子(盛岡市、岩手女性史を紡ぐ会)

辺野古に土砂投入。沖縄での地域女性史研究会から帰って一週間目のニュースで、した。遠く離

れた北の地で地団駄を踏む思いです。実は、今回の参加は、辺野古を見てみたいという好奇心先

行で、野次馬的のりでいいのか、と自分に突っ込みを入れつつだ、ったのです。

辺野古の海を眺め、高里さんの沖縄の女たちの明治時代からの話に耳を傾け、高揚した思いで

懇親会に参加、はしなくも高里さんのお隣の席でした。整理のつかない、とりとめもない思いを

持て余したままの着席でした。参加者の自己紹介で、前日に辺野古入りし座り込みをした方の

「座ってみないとわかりませんJという発言は、ズキンと心に響きました。でもおいしい料理、

源啓美さんのゆったりとした琉球舞踊に身を委ねました。棟、さんのお母さんは戦時下、集団自決

で生き残り、近くの絶壁から海に飛び込んだが、米軍に助けられたそうです。淡々とした紹介に、

その後のお二人の軌跡はどうだ、ったのか、今の自分にどれだけ想像力を働かせることができるの

か。心もとないことしきりです。

琉球舞踊にもっと触れたいと思いました。 8年前、三陸を襲った東日本大震災で、地域に伝わ

る歌や踊りが、どんなに地域の人たちの支えになっていたかを思い知らされています。

帰り際、高里さんに思い切って話しました。 rw基地反対を言うなら自分の所で引き受けられる

の?~とつい引けてしまう自分がいるのですJ と。彼女は「それはただ、の基地の拡張でしかない」

と即答。感傷的な感想や思いは何の役にも立たない、きちんと考え直さなければと突きつけられ

ました。↑丑慌たる思いはいや増すばかりですが、諦めないという運動の一端にじかに触れただけ

でもかけがえのないことでした。

6 



;自由行動での感想 j

首里城にて沖縄の歴史を想う

海 保 洋 子

沖縄の歴史は、日本の一地方史であるが、そういってしまうには、あまりに多様な側面をもっ

ているといわれる。沖縄がかつて琉球王国として自己形成し、長く日本という国の枠外にあった

こと、また琉球国が、中国をはじめ東南アジアの国々と活発に交易を展開して“大交易時代"を

体験したこと、長く日中双方の政治体制の中で、両属関係にあったことなどに由来する。 14世紀か

ら500年にわたる中国への朝貢関係で、皇帝への献上品として琉球産(琉球馬・貝類など)や日本

産(鎧・刀など)・東南アジア産(璃瑠・象牙など)があり、貿易品として海産物・焼酎(泡盛)などを

売り込んだ。後代になると、北海産の昆布・イリコなどが大量に貿易品として中国へ流れ込んだ。

一方、渡来した冊封(さっぽう)使は、首里城での新国王の任命=冊封の儀礼を執行し、 2般に満載

してきた中国商品(高麗人参・薬種など)を琉球側に買い取らせ、琉球からは、見布などの海産物

を購入して帰国した。

冊封体制下の琉球は、 1609(慶長 14)

年、徳川家康の命により薩摩の琉球出

兵により、薩摩藩の支配下に入札日

中双方の両属関係となった。 1872(明

治的年の琉球藩設立、 1879年沖縄県

の設置を経て、日本帰属の歴史をたど

るなど、北海道とも共通の歴史を持つ。

首里城は、海洋王国の政治・経済・

司?~;二.~~:，，~
、語会

文化の中心として琉球独特の城として 晴拝御規式J模型

創建されたが、沖縄戦(第 32軍司令部は首里城内)で灰蟻に帰した。本土復帰後、 1989(平成元)年

から正殿をはじめ建造物復元工事に着手、徐々に公開された。 2018年訪問時では、正殿、南殿(島

津家の役人接待所)、北殿(冊封使の接待所)などが展示場として蘇った。沖縄のふたつの国のはざ

まで翻弄された歴史は、本土とはまったく異なる重たいものを感じた。

摩文仁のEで考える

江刺昭子(史の会)

沖縄初日、摩文仁の平和祈念公園に行った。沖縄に来てこの地を素通りする気になれず、 2年

おいての再訪になる。平和の広場から海に向かつて放射状に配置されている「平和の礎(し、しじ)J 

は、よそでは見ることのない慰霊の場だ。沖縄戦で命を落とした人びとの名が扉風状の黒曜石に

刻んである。国籍も、民間人と軍人の区別もなく戦没者全てだ。

7 



ホームページによると、 2018年6月23日

現在、沖縄県 149，502人、県外都道府県

77，436人、米英 14，091人、台湾 34人、南北

朝鮮462人、計241，525人。激しい地上戦で

おびただしい民間人が犠牲になった県出身者

は市町村別、字別になっている。哀しいのは、

母に抱かれて絶命したのか、母の氏名と並ん

で rooの子Jとのみの碑銘。戸籍が消失し

て名前がわからず、でも生きた証がこの 1行

にある。朝鮮半島出身者は、倉IJ氏改名させら 平和の礎を遠望する

れたうえ強制連行でもあり、名前を突きとめられたのはわずかだとしづ o この白の海は晴れてお

だやかに光っていたが、雨風の吹きすさぶ日には肩をょせあって突くのだろうか。とかく戦死を

報国美談にすりかえる碑が多い中、よけいな説明を省いたシンプルさが、かえって無限の思いへ

と導いてくれる。

公園内の平和祈念資料館の展示は、 「沖縄戦への道」、「鉄の暴風J、「地獄の戦場J、「証言」、米

軍占領から現代までの「太平洋の要石」の 5室に分かれている。住民目線で沖縄戦の様相が説明

しであるが、県土が壊滅状態になったため、モノの展示はそれほど多くない。心に残るのは「証

言」の室。照明を落とした空間に整然と並んだ見台に新聞紙大の冊子がのせである。今回は読む

時間がなかったが、インターネットで聴くことができる。追い詰められてガマを転々し、日本兵

に食糧を奪われ、追い出され、子どもが殺され、焼かれ・・・阿鼻地獄をくぐりぬけた人びとの証言

だ。これを読んでたじろがない人はいないと思うが、それでも好戦的な勢力がのさばっている現

状を変えられないのが悔しい。

もろさわょうこさんを「うちなあj にお訪ねして

宮 崎 繁 子

もろさわさんが冬には沖縄の歴史をひらくはじめの家 (1994年 11月開設現・志縁の苑) rう

ちなあjにおられると知り、急逮 12月9日にお訪ねすることが決まった。参加者は 12人、約束

の時間より、大分早く着いてしまったのだが、もろさわさんは柔らかな慈愛に満ちた笑顔で、玄

関まで歩いて出迎えてくださった。地元の方4人とともに、輸になって、もろさわさんのお話を

うかがった。最初にお目にかかってから 30年。基本姿勢は昔も今もまったくお変わりないのだ

けれど、なんという優しさだろうと思った。あらゆる人を差別しない心、それが根底に大きくあ

るのだと思った。問わず語りに語ってくださるもろさわさんの言葉は宝石のようだった。今年 2

月 13日に 94歳になられた。もろさわさんの言葉を再現できないのが、なんとももどかしいけれ

ど、その一端をご紹介したい。

「私は見えないご縁にいろいろ支えられて生きていると思っている。今、血縁で、繋がっている

のは弟だけになった。肉親の愛情は勿論あるけれど、志で、繋がった志縁に支えられ安心しきって

いる。こんなありがたいことはないと日々感謝、感謝の念でいっぱいです。J
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「地縁、血縁は逃れようがない、宿命的なものである。しかし、志縁はそれぞれの主体性で繋が

っており、組織もなければ規則もない。会を開くときも、会費も決めず、参加する人の自発性を

尊重し、心と財布の中身に応じてカンパしてもらう。J

「自己実現とよくいわれます。私はその言葉を使いません。現状を是とした自己実現ではなく、

自己創出としづ言葉を使っています。また男女共同参画という言葉もおかしいですね。J

「し、わゆる文化人は嫌いです。観覧席にいて、理想、論をしづ。左翼も小児病です。理論ばかり。

論理があっても、ぬくもりがないのは駄目でしょう。j

「はい、そうですかJといって引きさがらない。できる、できないは、やってみなければわか

らない。常識ははずれてこそ。迷った時は辛そうな道を選んで、生きて来た。そして、その辛さの

体験を無駄にしたくないと思い、やり抜いた。j

f高知、長浜によみがえりの家をつくった。『おんな・部落・沖縄』踏みつけられている側に身

を置きたいと思った。本来は精神的なもので、ある文化が今は産業になった。社会の構造が変化し、

そこから落ちこぼれる人がいる。人間の本来性が失われ、心の瓦礁を抱え、生きる意味を求めて

人は生きる。その痛みを共有し、血肉化して生きたい。生き方の中から出た言葉、生きた命の言

葉は朽ちない。J

「希望は祈り。手放さずに行く。女がつらい時は男もつらい。アイヌや沖縄では『どんな悪い

人にも神は宿る』と考えられてきた。J

「人間としての精神性はどこまで磨かれたかと考え続けている。机に向かつ

て読んだり書いたりするのが、一番幸せ。その時間がとれないのがもどかしい。

けれども私は後悔する時間はない。若い頃は自己否定して生きて来た。今はこ

れしかないと，思っている。自己肯定をする。」

話の終わりに『土井幸子写真集 太古の系譜ー沖縄宮古島の祭組~(六花出版)

を紹介してくださった。 2011年に未現像のフィルムを遺して亡くなった友人、

上井さんの写真集を出そうと決意、 2018年 3月に刊行。もろさわさんの尽力

がなかったら、埋もれてしまったフィルム。女性中心で行われてきた沖縄宮古

島の神事を 1972'"1982年にわたり撮影した大部の写真集。もろさわさんの魂

の文章が素晴らしい。みなさまにもご一読をお勧めしたい。

もろさわょうこさんを囲んで
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もろさわさん

入り口の表札



《沖縄例会・懇親会 》

第四回沖縄例会は、那覇市在住の会員宮城晴美さん(琉球大学他非常勤講師)が多忙期だっ

たが、全国から集まる会員に「米軍基地と沖縄Jの実態を見聞する機会を持ってもらいたいと準

備。貸ザjノtスによる辺野古訪問が実現した。バスには、宮城さんの友人で「基地軍隊を許さない

行動する女たちの会J代表高里鈴代さんと源啓美さん(同会員・琉球舞踊継承者)も同乗。高盟

さんは終始立ったまま[沖縄戦と米軍基地の実態j を、源さんは家族の厳しい戦争体験を伝えて

くださり、午後の「高里報告j に引き継がれた。日程が詰まっていたにもかかわらず、参加者の

交流時間を確保できたのは宮城さんの交渉のおかげである(辺野古訪問ノくス・昼食場所・懇親会

会場の貸切)。今回、沖縄市民との会話で気づかされたことは、沖縄戦と戦後史のつながりの中に

自らをおいて語られることだ、った。現場を踏むことの大切さを改めて強く意識させられた地域例

会となったと思う。(事務局 山村淑子)

挨拶折井代表 宮城晴美

なは女性センターにて

石月・金子・小林・小里子・近藤 鈴木・谷本・纏沢・山村・森口 森口・高矯・毒島・内問

海保・野々 村・加藤
10 
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|地域女触を釈氏 i
商都を支えた女性たち 一蔵の街栃木を歩くー

栃木県の南端に位置する栃木市の中心の市街地は、江戸時代のはじめ、日光東照宮遺営の物資の陸揚げ地

として発展し、材才や、麻などの荒物を主とした江戸との交易で商都の繁栄を築いた。街の中心を南北に貫

く大通り(日光伊悌使街道)には、江戸時代からの屈が並び、舟運を担った巴波)IJ沿いtこは、当時の繁栄を

思わせる蔵が立ち並んで、蔵の佐市制℃の観光のシンボ〉レとなっている。 明治4年の廃藩置県によって、明

治 17年まではこの地(当時は栃オ咽r)に県庁がおかれ、政治・経済や金融、文化・教育の中心地で、あった。

[あいの会Jは、この街の商家を支えた女性たちに焦点を当てて活動を開始したのだった。しかし、時代

の激しい変動の影響を受けた庖も多く、また繁栄期を知る人もほとんどいなくなっていて、聞き取りができ

たのはわずかであった。 今回、そのわずかな商家とその周辺を歩き、聞き取った内容と重ね合わせて、往

時の女性をしのぶこととする。

善野家土蔵(おたすけ勝

栃木駅から北に続く対邑りの中ほどの西側に、大きな石造りの火伏の獅子が建っている。ここが、山車会

館の入り口である。かつて街の商庖主たちが、各町のしかも丁目ごとに人形出車を購入、今も 2年に 1度の

秋祭りに繰り出してその豪華さを競っている、その山車の常設展示館である。この建物の北に回ると三つ並

ぶ重厚な蔵が目に入る。現在、蔵の美割強宮としてその特異さを誇っているが、これが善野家土蔵、通称おた

すけ蔵である。

入口の案内板には、「善野家(釜佐)は先祖が近江の出身で江戸時代の延享年間 (1774'"'-'1748)に同じ善

野喜兵衛より分家し、その後、米などのほか大名などを相手とした質商を営んで、栃木を代表する豪商とな

りました。おたすけ蔵の由来は江戸時代末期に困窮人救済のため、多くの銭や米を放出したことに由来する

とも、失業対策事業として蔵の新築を行ったためともいわれていますJと書かれている。

怖いの会Jは、幸し、同じ町内に俄p会員によって、現当主

の母である 9代当主の妻トヨさんから、豪商に嫁いでの生活ぶ

りを聞き取ることができた。それによれば、大府に昔から伝わ

る細かいしきたりを守りながら、使用人(番頭1人、ばあやが

1人、奥女中が3人、庖に若い子が 1人)の生活面の目配りや、

学業の面倒、裁縫・行儀などを仕込んでして、そして年に数回

ある大売り出しの準備や客の応対等に女性たちも忙しく立ち働

いたとし、う。 トヨさんの夫は市場なんカ呼子かない、とし、う人だ

ったので、 トヨさんが番領さんと一緒に東京の市場に行き、 着

物や帯などの仕入れをし、次第に目利きとなってしりたそうである。江戸や明治のころの最盛期の女性も同

じようにして家を守ってきたことだろう。 使用人ももっと多かったはずである。 また、夫は商家のru~衆と
しての交際ぞ趣味などに時間を使い、家業は使用人任せとし、う家も多かったのではないか。 トヨさんが夫に

代わって市場に行き目利きになってし、ったように、妻が庖の商いlこかかわった家もあったで、あろう。勿論、

奥向きのことも全うしながら。そう考えると、当時の商家のおかみさんといわれる人の働きは相当なものだ

ったと思われる。でもそれは全く語られもせず、書き残されることもなかった。

さて、当時の豪商で、今に続いている庖はし、くつあるだろうヵ、 トヨさんの嫁いだこの釜佐がこうして見

事な蔵を残しながら続いている、その秘訣とも思えるものがこの家にはあった。家副!である。天保 12年の

庖附世調帳に「常に倹約を寸暇も取しず、者りかましきことは少しなりとて行うべからず、また働句も少し

なりとて止むべからず紙くず、木くず、古釘ょ うの物にても、 一銭の倒直これなきものにでも、捨てるべか

らず・…・・Jとある。 トヨさんもこの家訓を守っていて、今後も次の日寺代につないでいきたいと言っていたそ

うである。それらを思し、かえしながら、対面りに面した活から文庫蔵を含制主居部分、 三層の蔵と続く広大

な屋敷を眺めた。
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代官屋敷岡田言稔都

大通りを更に北に進むと例幣使街道は泉町、嘉右僻可町の伝統的建造物群備芋地区に入る。西側に続く数

事Wコ応蔵を見ていくと道は左、右と曲がる。すると右手に大きな門と案内板があらわれる。ここが岡田嘉右

僻可家、現当主は26代目という栃木屈指の旧家である。

古くは関西の武士であったが主家の衰亡によって帰農し、江戸慶長のころここに移住、荒れ地を開墾した。

御|僚から「嘉右僻噺田J(:V、う名をもらい、ここを経営、伊幣使街道の開設に伴い名主をつとめた畠

山氏の失m育也となると 13ヵ村の代官がおかれ代官職もイ切子、地域発展の基礎を築き、今もその名が町名と

して残っている。この家の 25代当主に見調められて嫁して

きた陽子さんに、話を聞くことができた。「岡田家に嫁いでき

てさぞよいだろうと思われています甘え大きい家ほど大変で

すJと前置きされて。

f夫は岡田家を守り残していくことの意識が強く、女房は

そのために尽くす存在という考えの人。蔵の錨ま当主治滑っ

ていて、夫の存命中一度も触ったことはなかった。 30年間現

金を持たせてもらえず、日常の衣食のやりくりに苦労した。

例えば燃料の薪は、庭に落ちている木の枝キ棄を燃やせとい

われた。買

い物は米屋と肉屋と八百屋の通帳を預けられ、夫が食べてないものが書いてあると、これは言佐カミ食べたのか

と問いただされた。子供の離乳食も買えないから、木箱に土を入れ、安い種をまいて出た芽を摘んで使う。

着物は大人物を子供用に作り直し、編み機を実家で、買ってもらい、古糸で編む。自分が盲腸になったときは、

余分なものは結婚前にとって来るものだと言われた。嫁さんというのは樹量に我慢なのだと自分に言い聞か

せたが、耐えられずに何度も家を出たしかしその都度迎えに来てi酎l戻される。それで、位芳ない、私は

岡田家の木の根っこになろう。私にまだ力があるから神様が難問を与えてくれるのた我慢をしていればし、

す苛嘘十の穴ほどの光が差してくる、その光の方へ進んでいこう。いつカヰま解決するのではないか、と考えて

やってきたのですj と。

最後に「昔の栃木の対空の中には私のような思いをした人もいたでしょうね」と言われたのだった。現在

陽子さんは、代官屋敷岡田記合唱蕗となった歴史ある何棟もの建物の整備をしながら、観光客を明るく迎えて

いる。

門のそばの建物には、民丘販売を始めたイチゴの箱が並び、観光客が立ち眺めていた。

県庁堀と砺ふム手技跡

大通りの西方に前市役芳糊弛と中央小学校、栃木高校を

ぐるり囲んだ堀がある。元の県庁を囲んだ駒子堀である。

その堀内の南東の角に木造のレトロな建物が建ヴ。大正10

年に建てられた元栃木町役場である。この建物の堀の外側

に当時県立として同葺内最古の栃木女学校が建てられてい

た。明治8年、女児の小学校就学率の低いことを憂いた県

令鍋島貞幹が女子教育振興のモデル校として設立したもの

であった。はじめは初等教育を図ったが 10年に怯栃木模

範女学校、 12年には県立第一中学校となり、当時の府県立女学校としては全国で4校の中の 1校であった。

ここに入学したのは、栃オ胡Iの商家ヰプ官吏、近郊の豪農の子女であった。その中の 1人が商家から町の名家

に跡、で射台家の夫を支えたことを子孫の方から聞くことができた。他の卒業生も明治・大正期の栃畑丁あ

るし壮諸方て咲活動役割を果たしたと思オオLる。この学校の隣に刷費木剖範学校も建っていた。明治17年、

県庁の宇都宮移転に伴い、いすnも宇都宮に移転したが、ここは女子教育をはじめ栃木県教育振興の土台と

なった由緒ある地として記憶していきたい所である。

柏討す貞子(樹て市女性史研究会「あいの会J)
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《地域女性史出版情報》 *情報をお寄せください

『三重の女性史研究会会誌創刊号』 三重の女性史研究会 2018年 11月 10日発行

2009年に会を立ち上げた三重の女性史研究会が、昨年秋ようやく会誌創刊号発行に漕ぎ着けた。

『三重の女性史』発行をきっかけとし、当時の調査研究員を中心にスタートした研究会だったが、

第二集を模索しつつも、まずは会誌からとの結論を出すまでに年月を要したことをまず記してい

る。そして今回の創刊号は、その聞の研究内容が活動ごとに収められ 全会員が何らかの形で執

筆をしているのが特徴である。

前半を占めるのは、公開全体研修会の記録である。同研修会は、三重県男女共同参画センター

(フレンテみえ)が毎年初夏に開催する「フレンテまつり Jの中で、 三重の女性史研究会が主催

する研修会である。招いた講師や顧問の講演内容や、会員それぞれの研究発表が要約して収めら

れ、参考文献やその後の進展なども書き添えられている。物故会員の発表も、後輩会員たちが保

存しておいた記録をもとに再現されている。

後半は、聞き書き、フィーノレドワークの振り返り、会員近況と続く 。聞き書きはその取り組み

の経過とともに、今回は、 三重県行政に長年携わった田村恵子さんの聞き書きを収めている。さ

らにフィールドワークの振り返りでは、訪問地をマップとしても掲載し「見える化j を図ってい

る。南北に長い三重県では、南への訪問、研究活動の延伸が今後の大きな課題の一つであること

が一目でわかる地図となっている。会員近況を見ると、政治参画のただ中にいたり志向したりす

る会員が多いのが特徴でもある。そして高齢化は、この会でも避けて通れない問題となっている

ことがイ云わってくる。

また初めに、研究会の伊藤康子顧問が「三重の女性史力Jとして文章を寄せている。愛媛の女

性史サークルの近況など最新の女性史情報を提供したり、全国的な視野から女性史の歴史を概観

したり、研究会の今後の研究活動に多くの示唆を与えてくれる文章となっている。

頒価は 500円(送料別)。申込み・問合せは三重の女性史研究会事務局・佐藤ゆかりまで。

(佐藤ゆかり)

『始まりはひとりからー練馬の女性たちの記録総論編その五女性たちの政治参加とまちづくり』

練馬女性史を拓く会 2018年 11月 30日発行

練馬女性史を拓く会は、 1997年2月に発会して以来、『始まりはひとりから 練馬の女性たち

の記録』として、聞き書き3冊、総論編4冊を自費出版してきた。8冊目となる本書は、政治参

加とまちづくりをテーマに、女性たちのさまざまな取り組みを記述している。

美濃部東京都知事選挙活動を通して多くを学んだ練馬の女性たちは、練馬区長準公選運動を経て

革新区長を支え、その後継者として初の女性区長候補、本尾良を選んだ。 2回に及んだ本尾の挑

戦は実を結ばなかったが、その後も女性たちは、首長・議員を送りだす活動を進めてきている。

終戦後、板橋区から分離独立した練馬区の北方に位置する成増飛行場跡地(グラントハイツ)

の全面返還(1973年)後、練馬母親連絡会の会員たちを含む人々は、光が丘ニュータウンという

町づくりに対し、区議会・都議会・行政に陳情書や請願書、要望書などを提出し取り組んだ。

練馬区内の幹線道路を中心に大気汚染の被害が進むなか、小中学校の子どもたちを襲った光化

学スモッグ被害に対しての取り組みは、その後の大気汚染測定の活動につながっている。

これらの活動を通して女性たちは、地域住民の生活より経済発展を優先する都や国に対し、自

分たちの意見をしっかり主張できるように学び、活動を続けている。 ()II寄俊子)
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会誌『地域女性史研究』第2号投稿規定および執筆要項

創刊号が会員のみなさまのご協力により、 2018年 10月 15日に予定通り発行されまし

た。おかげさまで内外から好評をいただき、 11月には 2刷を 100部発行いたしました。

来年 10月の第 2号発行に向けて、原稿をお寄せいただきたく、お願いいたします。

体裁は、ほぼ創刊号と同じ、 A5半IJ、たて組2段、 150頁、 200部になります。

会員のみなさま、投稿規定と執筆要項をご参照の上、振ってご投稿くださいますよう、

お願い申し上げます。

-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・a・・a・・・・・・・・................................................

投稿規定

1 地域女性史に関する研究論文、研究ノート、研究動向、資料紹介、書評、新刊紹介、

実践報告、交流のひろば、地域女性史に関する随筆、その他を募集します。

2 投稿原稿は、未発表のものに限ります。

3 投稿は、原則として会員に限ります。非会員の方は、投稿の際に入会の手続きをお願

いします。依頼原稿はその限りではありません。

4 研究論文、研究ノートについては、論文審査のうえ原稿締め切り後 2ヵ月以内に掲載

の可否をお知らせします。

5 本誌は隔年刊行のため、原稿締め切りは発刊年 2020年3月 15日とします。

投稿希望者は 2019年 12月末日までに、原稿の仮タイトノレと概要 200字を添えて編集

委員会までお申し込みください。

6 原稿は、以下の執筆要項にしたがってワードで入力し、編集委員会にメール添付で、お

送りください。

執筆要項

1 原稿はすべて縦書きとしてください。

2 字数について

研究論文 20000字以内(図表、写真、注、参考文献を含む)

研究ノート 10000字以内(上記に同じ)

研究動向、資料紹介、書評については、 1000字以内

3 投稿原稿は、原則として返却いたしません。

4 掲載原稿は、 1年間は他誌などへの転載をお控えください。

5 図表、写真、史資料等を転載する場合は、執筆者が許可を得てください。

...................................................................................................・

投稿・問い合せ先 『地域女性史研究』編集委員会編集委員長 折井美耶子

157-0072 東京都世田谷区祖師谷 5・37・22 orumiyak喝 gmail.com

編集委員 折井美耶子、海保洋子、川寄俊子、瀬上ゆき、宮崎懇子、山村淑子

編集協力員 矢野操
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《委員会だより》

今年度第5回 2018年 10月 16日 ω() 10: 30........12 : 30 

① 「会報15号」句、 250部印刷、 117部発送

② 「会話創刊号J150頁、 250冊+10冊(出版社サービス)発送137冊、手渡し22冊、買取り 26冊残75冊

頒価 1，200円、明光担支払495，612円、デザイン料(市)11さん)30，000円、計525，612円

③沖縄例会準備状況報告(山村)、役割分担決める

今年度第6回 2018年 12月 14日(金:) 10:30"-'15:00 

①第12回沖縄刷会。018.12.8実施3振り返り

日程の設定ーが今後も主催担当地域の制兄・事情を優先して決める

参加者用の名札を用意

会場の受付は担当者全員が揃ってから始めるとスムーズに運ぶ

懇親会(会場=まりんぼっくす)参加者36人

会計から収支報告 補填金額22，580円

② 「会話調創刊号j発行後の動き(折井)

11月22日、第2版 増 刷 100冊+5冊、 何e1earn~ (日本女性学習財団 3月号に紹介記事掲載予定

会員・読者からの反響おおむね好評

③ 2019年度例会について検討

第 13回例会 日程5月、会場東京ウィメンズプラザまたは東京ボランティア市民活動センター

問題提起新潟女性史クラブ他、講師大門正克さん「歴史を叙述するとはJ (仮勝

第 14回例会 第1候補長崎 10........11月 国武、葛西さんに打診(山村) 第2候補奈良

④ 「会報 16号」内容提案検討(宮崎7
発行予定 2月22日(鉛原稿締切 2月 10日

内容は沖縄例会報告とその感想がメイン。他に「地域女性史を歩く 栃木」、 『会誌第2号』原稿募楽など

|会計から |ω18年度年会費(初00円) 未納のかたサ

年会費(2018年4月"-'2019年3月)を下記のように納入くださいますよう、お願いいたします。

領収証は発行しておりませんが、必要なかたは事務局までご連絡くださしL

ゅうちょ針子総合口座記号10130 番号56935021 名義地域女性史研究会

振替用紙使用の場合 口座番号 00180-6-588103 加入者名 地域女性史研究会
なお、入れ違いで、既に納金された方にはお詫び申し上げます。

繍諜後言己》

* 沖縄例会の日は奇しくも 77年前、日本がハワイの真珠湾を奇襲攻撃し、太平洋戦争が始まった日。あの時代

となぜか重なって見える現在、沖縄で例会を開催できたことの意義を考える。今、辺野古の問題がようやく日本

全体の問題となってきた。例会参加者は46人。辺野古で長年反対運動をしてこられた中村さんの静かに語られる

「諦めない!Jという言葉に運動の重みを感じ励まされた。 77年前とは違う動きをつくっていかなければと。制)

*辺野古訪問、例会、懇親会と、中身の濃い一日を共有し、たくさんの感想をいただき、感謝します。県民投

票を間近に控え、辺野古への案内・伊陰報告の高里鈴代さん、琉球舞踊の源啓美さん、 「志縁Jを熱く語られた

もろさわょうこさん、伊陰運営全般に尽力くださった宮城晴美さんたちのお顔を想い浮かべています~ (K) 

地域女性史研究会会報ーここK生きここを設えるー 第16号 2019. 2. 22 

会員募集中!

年会費3αx)円

カン/糧結盟します!

連絡先 干157-0072世田谷区祖師谷5-37-22
f桔受 eィnaiI 0r i i mi vako@gmai 1. c叩1

事務局 令叩aiI v叩~te@proof.ocn. ne. jp 
編集 制 nai1mivzaki. reiko@beige. plala. or. jp 

子

子

軒

淑

察

官
醐
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第 17号*抑制*********抑制 2019.7.30 

地域女性史研究会会報
ーここぶ生きここを義える一

************************************************ 
目次

第14回例会案内・・・・・・・・・・・ 1 地蟻女性史と私lV 10 

第 13回例会報告・・・・・・・・・・・ 2 交読のひろば・・・・・・・・・・・ 11 

第13回例会参加者の感想・・・・・・・ 6 お知らせ・・・・・・・・・・・・・ 12 

第5回総会報告 ・・・・・・・・・・・9

********************************************************************** 
地域女性史研究会第 14図例会く長崎>のお知らせ

『地域女性史研究』創刊号では、原子力発電所をめぐる福島・静岡・三重・和歌山・石川l

の動きを現地踏査も含めて特集しました。いのちとくらしの視点から地域女性史研究の糸

口を探る試みでした。「原子力の平和利用Jというスロ}ガンの下、日本列島沿岸部過疎

地域に設置された原子力発電所は、「ヒロシマ・ナガサキ・ピキニJの歴史と深く関わっ

ている存在です。

そこで、本年度の地域例会は、 f原水爆・女性・平和Jを課題としてきた長崎女性史研

究会の蓄積を報告していただくことになりました。長崎のカトリック・学徒動員・戦後の

「平和宣言jの考察を踏まえた上記3本の報告です。戦争体験を持たない世代が大多数を

占める今、歴史の「事実Jに向き合う例会になればと思います。

詳細につきましては、 f会報J次号 (18号・ 10月発行予定)をご覧いただき、奮って

ご参加くださるようお願いします。*現地集合、現地解散となります。



【第 13図例会報告] 2019.5.12開催

東京ウィメンズプラザ 2F第1会議室

地域女性史を深め、叙述するには

一一私の調査研究を振り返りながら一一

大内正克(早稲田大学特任教授)

はじめに

上記のようなメインタイトノレで報告を依頼された。報告を予告する『地域女性史研究会会報』

(第16号、 2019年2月22日)では、私の報告について、地域女性史の「成果が果たして日本の

女性史、日本の歴史に反映しているでしょうか。 (a)事実を掘り起こすだけでなく、 (b)検証し、

(c)きちんと叙述することによって、ないがしろにされてきた女性の歴史、わけでも地域の女性

たちのあゆみを歴史に位置づける必要があると思いますJとあった。

報告にあたり私は、研究を叙述するマニュアル (howto)はないが、留意すべきことは話せ

ると思うと述べ、叙述に向けた研究を 3つの段階に整理した。第 1段階は地域で調べる(史料

を集める、聞き書きを行う)、第 2段階は検証する(読解する、意味づける)、第 3段階は叙述

する(論文にする)であり、第 1段階に加えて、第 2段階がきわめて重要(上記の(b))である

として、私の今までの調査研究を振り返りながら報告した。

1 地域で調べる(史料を探す、聞き取りをするなど)一一第 1段階

1980年代から農村調査をはじめた私は、当初は役場史料や地主史料を探し、テーマについて

の聞き取りをしてきた。聞き取りのなかで「コウギロクJ(講義録)を知る機会があり、地域の

教育の歴史や農村青年の自己学習に関心をもち、小学校、青年団、個人史料にも調査範囲を広

げた。他方で、講義録についても調べ、「書く Jということや(戦前において「書く Jということ

はどういうことか)、「読むJということに関心をもち、日記や小学校文集など、人びとが書い

たものについても調査するようになった。調査範囲とテーマが拡張され、経済、社会、政治、

文化など広範な領域を調査するようになり、「語るJr開く Jといったことを含め、コミュニケ

ーション(人はどのように生きてきたのか)に関心をもつようになった。

自治体史でも自分の問題関心が広がる過程があった。回無市史では、人びとのくらしを対象

とし、悉皆調査を行ったので、それまでは調査でなじみのなかった郵便局、駅、電話局、商工

会などについても調査をした。その後の小平市史の編さんでも悉皆調査を心がけた。地域で発

行されている機関誌から地域の歴史意識を探り、 1960年代以降のミニコミ誌の発掘など、ここ

でも新たな史料とテーマとの出会いがあった。自分自身で調査をした岩手県北上市和賀町では、

戦後の生活改善・生活記録について調べ、生活改良グ、ループ=パッケの会との出会いから「回

覧ノート」の存在にたどりついた。

地域で調べる際に大事なことは、調査範囲を限定せずに関連する調査を行い、調査の範囲・
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テーマを広げることである。そこから、歴史的な事柄の関連性が見えてくることがあり、また

新たな領域に関心が広がることがある。聞き取りを含め、地域の人に話を開くことも大事であ

り、その場合にも、目的とする聞き取り内容に限定せず、語り手が語る内容に耳を傾け、新た

なテーマについて関心を広げるようにしたい(私の場合の「コウギロクJ)。

2 検寵する(読解する、意味づける)ーー第2段階

史料調査を通じて、貴重な事実を掘り起す場合もある。この場合には、史料の内容をまとめ

ること自体が重要な意味をもつが、こうしたことはまれで、あり、史料を集めても、すぐにはそ

の意味を理解できず、どのように位置づけたらいいのかわからない場合が多い。史料を読解し

て意味づける第2段階の作業が不可欠になる。

具体例をあげてみたい。回無小学校史料の場合には、敗戦直後の学籍簿のように、家族の状

況の記述が豊富にあり、敗戦後の家族の様子が詳しくわかる史料もあったが、多くの史料は、

読解や意味づけを必要とした。たとえば、 1900年代における高等小学校生の試験答案が残され

ていた。ここから、私は、勉強の仕方(模写)を読み取ることに加え、国語や地理、理科など

の勉強の範囲を知り、通例、天皇制国家主義教育が行われたと言われる戦前尋常小学校では、

音の速度など、天皇制国家主義教育以外の内容も学んでいたことを指摘した。写真や統計はジ

ェンダーの視点から読み解いた。

田無小学校の不就学史料が残されていた(1901'"'-'1912年)。申請書は、役場行政が作成した

ものであり、申請内容の文章の末尾には必ず「生活極めて困難故に本人を要すJという表現が

あった。との史料を行政側からだけのものとみるか、行政と人びとの接点をみるか、私は、不

就学を認める行政側の仕組みに加えて、人びとが不就学を申請(選択)する側面に注目し、行

政と人びとのせめぎあいのなかで史料を理解した。ここから、 1900年代の回無では、街道沿い

の都市下層の人びとのなかに、小学生の女子の就学を休ませて働かせる傾向があることを読み

解いた。行政による史料のなかにも人びとの痕跡を見つけることができるのだと思う。近年、

西洋史研究では、民衆自身がかかわった「貧者の手紙jや f奴隷の手紙j などがエゴ・ドキュ

メントとして注目されているが(長谷川貴彦『現代歴史学への展望』岩波書応、 2016年)、回

無小学校の不就学申請書もエゴ・ドキュメントの一環といえる。日記やパッケの会「回覧ノ}

打、青年団報についても具体的にとりあげ、読解の方法について話をした。

以上をふまえ、史料の検証・読解・意味づけの方法について、 6点指摘した。第 1は対象に

ついて考えることであり、対象が人であれば階層と家族や家族における労働と扶養などについ

て考える。第2は史料について考えることであり、先の不就学史料などの読解が該当する。

第3は比較の視点をもつことであり、史料読解で大事な視点である。たとえば時間軸による

比較、これはたとえば吉原幸子日記の読解で試みたことである。学童集団疎開のもとで吉原の

意識が変化する療跡を日記の文章のなかに探り、ある時期から、日記の文末に「でも、がんば

ろう j という言葉が出てくることに気づいた。また、戦後になり、日記をやめた吉原が詩を書

き始めることにも注目し、「よい子j としての自分をつくってきた日記(言葉)から回復する道

を詩(言葉)に託した意味を追究したように、時間の経過(比較軸)を念頭においた読解を試

みた。比較の視点には、時間以外にも空間(地域、農村と都市、東アジア)やジェンダー、属

性などがあり、聞き取りにおける askと且s胞nへの留意も比較の視点である。比較の視点では、

ジェンダーのように非対称性の面への留意も必要である。
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第4は、史料と時代の接点を探ることである。これも大事な方法であり、 4点指摘する。①

史料の比較を通じて時代との接点を探る方法があり、たとえば日記の比較(農民日記、徴用日

記など)などがある。②史料のなかのキーワードを探す方法がある。先の不就学史料のなかの、

「生活極めて困難故に本人を要す」や、吉原日記のなかの「でも、がんばろう Jがそれにあた

る。一九七0年代において、人民闘争史研究の渦中にいた近世史研究者・深谷克己は、人民闘

争史が変革の視点のみに傾斜していることを反省し、農民の日常意識を探るためにとった方法

が史料のなかのキーワードを探すことであり、そこから深谷は百姓一撲史料のなかの「御百姓J

「お救いJに注目して史料読解を試みた(大門正克「中村政則の歴史学」の歴史的位置j 浅井

良夫ほか編著『中村政則の歴史学』日本経済評論社、 2018年)。③今の感覚、現在の視点をす

ぐにあてはめないということである。歴史には、今を生きる私が過去を考えるという特性があ

る。過去には今を生きる私たちには思いもつかないような内容が含まれていることがあるが、

そのことは存外にわからない。史料を時代に移置づける場合にも、今の感覚や現在の視点をあ

てはめると、史料の歴史的位置づけが見えにくくなることがある。④同時代史的検証を試みる

ことである。これは、歴史家や歴史論争の検証に際してとられることがある方法であり、たと

えば昭和史論争の検討にあたり、関連論文などを読むだけでなく、詳細な年表をつくって同時

代史の文脈を浮き彫りにするようにつとめ、そのなかに関連論文を位置づけ、読解を試みたこ

とがあり、そのような作業を同時代史的検証と呼ぶ(大門正克編『昭和史論争を問う』日本経

済評論社、 2006年)。

⑤違和感を放棄しないことであり、⑥研究史への留意も必要である。

3 叙述する(論文にする)一一第3段階

叙述については多くの指摘が必要だが、ここではとくに以下の 2つを指摘した。第 1は、文

章の目次構成(論理構成)をつくることであり、論理的な整理が大事である。私の卒論指導で

は、毎回、目次構成を書かせてくりかえし議論をする。皆さんも会で報告するときから、報告

タイトルの次に目次を掲げて目次構成について意識をしたらいかがか。第 2は、論証を叙述に

反映させることである。なぜその史料を使うのか、どのように使うのか、その史料の読解から

何が明らかになるのかを含めて叙述することが大事である。私の『語る歴史、聞く歴史~ (岩波

新書、 2017年)のなかで、次のように指摘しておいた。「聞き取りをふまえた歴史叙述では、

聞き手の認識の推移や変化を含めて書かれることが少なくない。この点でも、吉沢、古庄、私

ともに同様である。それに対して、文献史料にもとづく歴史叙述では、史料読解の詳細や史料

を読解する研究者の認識の変化などが書かれることはまれであり、とくに研究者の認識の変化

は行間の奥底にしまって書かないことが洗練された研究とされているように思われる。開き手

の認識の推移を含めた叙述は複雑さをますので避けるべきかというと、そうは思わないJ(204 

ページ)。大事なことを注の文献のみに押し込まないことである。

4 開き書きの場合

聞き書きの場合には、文字史料と聞き取りの相違に留意する必要がある。聞き取りで語り手

が語るのは経験である。「語る歴史のなかでは時間にそって経験があるのではなく、経験のな

かで、時間がつながり合っていたJ(大円、前掲書、 122ページ)。年表などの作成により、聞き

取りを史実とつき合わせるのは必要なことだが、しかし 聞き取りを時系列や文字史料に合わ
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せることを優先すると、経験の語りの特徴が見えなくなり、平板な叙述になってしまうことが

ある。以下、具体例を 2つあげた。

1つは、私の前掲書のなかで、森崎和江、山崎朋子、古庄ゆき子を比較対照しながら、女性

が女性の経験を聞くことの意味について指摘したことを紹介した。もう 1つとして、 2018年度

から私がかかわっている長野県下伊那郡阿智村聞き書きプロジェクトについて紹介をした。こ

のプロジェクトは 2018年 9月から始まり、 2019年 4月に報告交流会を行った。 5組が取り組

み、「取り組み状況Jr聞き取りの記録Jr話を聞いて」の 3つについてまとめた。当初、私は、

聞き手の役割を強調したが、報告では必ずしもその通りにはならず、 2つのパターンで報告が

まとめられた。(1)戦争経験を中心に語り手の経験と地域のくらしについて聞き、記録したもの

であり (4組)、 (2)語り手の経験の意味について聞き手が考え、考察を加えて書いたものであ

る(1組)。

報告者の方々は気づいていなかったが、私は、(1)にも注目すべき内容が含まれることを指摘

した。たとえば 95歳の Aさんの小さい頃の開き書きには、にんにくのにおい、料理屋から聞

こえた太鼓の音、製糸場の煙突の煙、家を建てるときの歌、旅田りの楽団の音など、聞き取り

ならではの語りがふんだんに含まれていた。文章ではなく、語りだからこそ、感覚(五感)が

よくあらわれていたのではないか。 87歳の Bさんは、母から昔話のように聞かされた曾おば

あさんの小さいころの話しを語った。これは集落にとって大事なことが言い伝えられていると

いうことである。 6年前に阿智村に移住した若い女性の聞き書きでは、地域を知りたく思う聞

き手の質問と語り手の語りで構成されており、聞き手の関心が反映している。このような聞き

書きがあってもいいと思う。戦争経験 4人のうち 2人が、戦前の阿智村の発電所で朝鮮人が働

いていたことを語った(にんにくのにおい)0 1人はシンガポールの慰安所について話した。聞

き取りからは人の移動が視野に入る。アジアとつながっていた阿智村であり、地域=阿智村を

行政区域に限定してはいけない。「地域女性史」の「地域Jも重層的なはずで、ある。

聞き取りから叙述への道については、 3点指摘した。第 1に、聞き取りならではの特徴を把

握することであり、開き取りで語り手が語るのは経験であり、経験の語りには、時間の往還や

移動、感覚(五感)、言い伝えが含まれることに注意したい。第 2は、語り手と聞き手の両方の

役割に留意することであり、第3は、聞き取りならではの特徴や聞き手、論証を加えて叙述す

ることである。ここでは、たとえば、古庄ゆき子「オモニのうたJを読んだ私が、聞き書きの

なかにキーワード(f苦労、苦労したJ) をみつけ、そこから経験を軸にした語り・叙述に気づ

いたように、聞き書きのなかでくりかえし出てくる言葉に注目する方法がある(大門前掲書)。

同じ人から何度も話を聞き、時間の経過のなかでの変化を考える方法もあるだろう。年表をっ

くり、時系列による年表と経験にもとづく聞き書きを対比する方法もあるだろう。

おわりに

聞き書きを行い、史料を集めたあとで、第 2段階(検証するく読解する、意味づけする>)に

ついて考える。開き取りには、聞き取りならではの特徴があることに留意し、開き取りの論証

を含めて報告・叙述を考える。目次構成に留意した報告をっくり、それを会で報告して議論を

重ねることが叙述への道である。
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聞き取りの醍醐味を学んだ

渡辺 美恵(西東京市女性史研究会)

「開き取りは、私の身体を感じること。Jr聞き取りは、身体ごと歴史と向き合うこと。Jr近代

合理的な人間の発想で聞き取りに向かっていくと、歴史の息づかいや気づきも、自分の中の合

理的考えと少し違うところにあるかもしれない。j等々……大門先生から発せられる言葉は私を

魅了し釘付けにした。だから、一言も開き漏らさぬよう夢中でベンを走らせました。

地域女性史研究会の会員とは名ばかりで、例会に出席することも少なかった私ですが、今回

は、、地域女性史を深め"というテーマと講師に興味をもって参加したところ、レジュメを見て

びっくり! 大門先生が私の住む『回無市史』の著者のお一人だったとは(現在は保谷市と合

併して西東京市)。当時、市民の暮らしが見えるように編さんされた市史は珍しく、大変高評を

得たと同時に、市民はこの市史を宝物としてわが町を誇りに思いました。私たちが地域女性史

を編む時にも羅針盤として、何度もページを開きました。

これまでの活動では、まちづくりや行政との協働など、地域女性史がもたらすプラス効果を

実感することが多く、一定程度満足感を持って進めてきましたが、今後を考えた時、大門先生

からはたくさんの重要な課題をいただいた気がします。①聞き書きだから表れる五感を大事に

せねば、②地域女性史の地域は移動も視野に重層的に考えねば、③聞き取りならではの特徴を

把握せねば等々、どこまでできるかわかりませんが、聞き取りの醍醐味を実感してまいりたい

と思います。ありがとうございました。

「女性兵士Jと呼ばれた彼女たちの f声J

西国 秀子(札幌女性史研究会)

「聞き書きを行い、史資料を集め、書こうと思つでもなかなかうまくいかないJどうしたら

いいのだろうか。率直に教えてください…この悩みと課題に応えた大門氏の講演(講義)は、

論文や作品作成にあたっての基本的な要素や方法と心構えを、実に丁寧に教えてくださった。

企画を発案し、講演を開催した地域女性史研究会の皆さまにも、重ねて感謝申し上げます。

私は9年前から、アジア太平洋戦争当時、旧陸軍軍司令部の航空情報隊に配属された「女子

通信隊員J70人に、従軍時の様子をアンケート調査と直接面談により取材してきた。戦争体

験者の聴き取りはすでにタイムリミットを超えていると言われながらも、ぎりぎりの時間で、

東京の東部軍 (22人)、札幌の北部軍 (23人)、ソウルの朝鮮軍 (21人)、広島軍管区(1人)

の方々の切実な声だ。私の調査では、全国 9か所の軍司令部にある頑強な防空室内で約 3000

人の f乙女jたちが、「防空Jワッペン付き黒ダブルジャケットの制服に身を包み、所管の監視

隊から送られてくる航空情報を受信し、てきぱきと情報機器に入力する。それを元に地下作戦

室では参謀たちが、空襲警戒警報や迎撃命令を発していた。本土決戦に備えて「女性兵士j と

呼ばれていた彼女たちの過酷な任務と、歴史のなかの声を世に送り出したいと思っている。

2015年にノーベル文学賞を受賞したスヴェトラーナ・アレクシェーヴィチは、封印されてき

たソ連軍女性兵士 500人の聴き取りを『戦争は女の顔をしていなし叫に収録し、オーラルヒス

トリ}の底力と範を示した。その迫真の内容には遠く及ぶべくもないが、総力戦の大戦におけ

る日本の従軍女性の実態を描くことにより、戦争の真実の姿に一歩でも近づきたいと、資料に

囲まれ哨吟する毎日である。 (2019.6.9記)
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大門先生の講義を聴きながら考えたこと

曾本希世子(子守唄研究室)

タイトルは「地域女性史を深め、叙述するにはー私の調査研究を振り返りながら-Jでした。

このテーマは私たちが抱えている共通の課題でもあります。私は常に模索しながら歩いてきた

過去が、よみがえってきました。地域の先輩女性たちの何が知りたくて聞き取りをするのか?

で、多くの時間を使いました。意見が色々出ましたが、まず明治生まれであること、次に、こ

の地で生まれ育ち一生を終えた人、でした。幸いにメンバーは地域で活動している人ばかりで

したので、人探しは何とかなりました。では、どのような質問をしたらその人の生き様が浮き

彫りになるのか、基本的な質問事項の打ち合わせをしました。民俗学の調査内容を参考に項目

を決め、基本以外は相手の話に合わせて臨機応変にと。

講義の中で「小学校Jという言葉が出てきた時「しまった、学校関係が抜けていたJと気付

きました。学校に電気が引かれた時、近くの家であったので父が工事の手伝いをしたら、自分

の家にも電灯がついたと話してくれたのですが、学校にも伺って調べていたら、もっと地域の

ことが分かつたのではないかと悔やまれました。叙述では「語り口調Jをどこまで表現するか、

でした。話をそのままテープ起こししてみると、個性が出てきました。人物を焦点にした聞き

書きでしたので、統一しないことにしました。書き手でもあり読み手でもある自分たちにとっ

て、大変貴重な勉強になったと話し合ったことが思い出されました。今日の講義は私のライフ

ワークに活かしていこうと、脳裏に刻みました。

そして今、 30年前に出版した「おんな 板橋に生きて一生活史ーJを読み返しています。

歴史の中で歴史を書く

劉王奇思(広島大学大学院)

この度、地域女性史研究会例会に参加できたのは、ホントに何らかの縁だと思う。 3月の総

合女性史学会に出席して、『地域女性史研究』を買いたかったが、お金が足りなかったため、今

回の例会のλンフレットをいただいた。自分の論文がなかなかうまくし、かなくて、例会のテー

マを見て、どうしても聞きたいと思った。

例会では、私が大門先生に自分の悩みや質問をしたが、先生は『家の歴史』と『くあいだ>

を生きる』二冊の本を勧めてくださった。 W<あいだ>を生きる』の内容は一人の女性の歴史を

中心に展開していく。今まで、自分の指導教員に「どんな些細なことでもいいから、その時は

どういうものを食べていたが、肉は食べられたか、聞き出して」と言われてきたが、その意味

が理解できなかったが、 W<あいだ>を生きる』を読んでみてわかったかもしれない。聞き取り

はただどういうことがあったかを聞くのではなく、なぜそういうことになったのか、そうなっ

てからどうしたのか、そして生活にどういう変化が起きたのかなど、もっと詳しく、深く聞き

取らないと、薄っぺらのつまらないストーリーになるだけである。些細なことこそ、生活を組

み立てている。そして歴史になる。

大門先生の話から、論文を書くには、「検証するjことが一番難しくて大事なことがわかった。

話を聞いても難しく感じたが、手持ちの史料を今の考え方で読まないで、歴史の中において理

解し、分析し、検証し、意味をつけることだと私は理解している。また、年表を作ることの重

要性がわかってきた。日本の歴史と地域の歴史、女性の歴史の対照年表を整理することで、地

域の発展や女性の動きもわかりやすくなることがわかった。
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ひとこと感想、

女聞き書きを実践しているので、非常に内容の濃い講義に参加できて、心から感謝しておりま

す。今後も都合がつけば参加させていただきたいと感じております。個人的な思いとしては、

話者の選び方が非常に重要だと思います。岩波新書他、先生のおすすめの本を読んでみます。

犬塚和子(やちょ聞き書きの会)

切除大門さんの言われた f第 2段階Jの重要性を改めて感じています。「注Jをつけるのは、思

っていた以上に難しそうです。なんだか大きな宿題を持ち帰ります。[文字史料に向かう時も、

体ごと向き合うこと」、心をこめて文字を読むようにしていきます。ありがとうございました。

塩沢啓子(新潟女性史クラブ)

女 2018.11、北大会場での「大門シンポJではありがとうございました。当時は岸伸子さんの

尽力によって実現したことでお応えくださったと改めて感謝します。

歴史論文は自由な書き方を拒否するスタイルが多いが、しかし、聞き取りでは自由記述で良

いと思う。解放された気分になる。語り手の言葉、身体を大切にしながら、聞き手が対面して

いる時の状況(会ってインタビューしている時の様子も)文章に書きこむ、叙述することだ ← 

大変納得いたしました。このスタイルで、書けそうな気がいたします。

西国秀子(札幌女性史研究会)

*今、やちょ聞き書きの会では、ナイチンゲール賞を受賞された、戦前・戦後から今日まで、

看護の道並びに看護教育の道に専心された方の聞き書きをしておりますが、大門正克さんのお

話は具体的で、自分たちの取り組みを重ねて聞いても領く内容が多くありました。

今回の新たな学びは、聞き手の問いはその時の聞き書きの意図を反映するものなので、消す

必要はなく、むしろ記すことが検証につながるということ。もう一つは、「聞き取り j と「年表J

を比べてみると、そこから読み取れるものが出てくるということでした。

恵芙久子(やちょ聞き書きの会・八千代らいてうの会)

*講義、テーマにお答えくださったレジュメに先生の誠実さを見た思いでした。文字資料と

聞き書き(女性史・オーラノレヒストリー)との違いなど、息づかいがある活動、生命をつなげ

る活動をしていきたいと思いました。今後幅を持つために有効な時間でした。

渡辺美恵(西東京市)

熱のこもった質疑応答が行われました
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第5回総会報告 2019.5.12 東京ウィメンス守7'7t' 第 2会議室

2019年度総会は、第 13回例会に先立つて開催されました。昨年度の反省を踏ま え、質疑・

討論と参加者の交流時間を確保するため、午前 10時 30分に開始されました。

開催日 5月 12日は、天皇の生前退位・元号改変と、政府主導の flO連休」明けの日曜日で

した。そのため、遠方(長崎、新潟、北海道など)から参加する方々の交通・宿泊の都合を案

じましたが、総会出席者は 28名、例会参加者は 33名(他に資料のみ 5名)で、持ち寄った研

究成果の交換・頒布や、久し振りの再会を喜ぶ会員の声で賑わいました。

総会議事は恵芙久子さん(千葉県八千代)によって進められました。まず、①2018年度活動

報告(山村) ・会計報告(加藤)では、歴史認識を深めることができた沖縄例会と、創刊され

た『地域女性史研究』が好評を得ていることが、会計の裏付けも含めて伝えられました。②2019

年度活動計画と予算の提案では、長崎例会開催と研究会誌第2号の刊行費用を含めた予算案が

承認されました。なお、 『地域女性史研究』の頒布・頒価については、地域に密着した販路を

持ち低頒価を実現している北海道の一例が示されました。全国各地にいる会員を対象にした本

研究会にとっても低頒価は検討課題の 1つで、すが、研究会誌の内容を充実させていくことこそ、

会員及び販路拡大につながるように思います。

最後に、折井代表から研究会誌第 2号の論考(査読有)、史資料紹介、研究会動向等の原稿

募集の呼びかけがあり、第 14回例会開催地・長崎から参加した国武雅子さんから、 「観光地も

多い長崎での地域例会へ是非ともご参加くださしリとの挨拶がありました。

なお、今回は各地の研究成果の持参が予想より少なく残念で、した。各地域で編さん刊行され

た女性史研究の貴重な成果の交換・頒布の場として「図書コーナー」をご利用ください。

総会の様子

宮崎(総合司会) 折井代表(挨拶)

西田(札幌) 国武(長崎)

恵(総会議長)

質疑応答

倉元(新潟)
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「地域女性史j と私 (IV) I 

「地域女性史Jから生まれて、「正史jの書き替えへ向けて

平井和子

子どもの頃からの憧れ=兼高かおるさん(旅行家・ 1920・2019)のようになるのだと思い込んで大学

は地理学科に入ったが、歴史も好きで、サークノレ活動は西洋史研究会にて古代ローマの奴隷制に関する

議論を年中やっていた。当時、 1970年代の半ば、第2波フェミニズムの余波だろう、サークノレの先輩た

ちの有志が「女性史グループJを立ち上げられたが、私は、「ふん、女性に特化した歴史をやって意味が

あるのか?J と冷ややかに眺めていた。

ところが結婚を機に、性別役割分担や f家j制度に疑問がムクムク湧いてきて、藁をもつかむ思いで

手繰り寄せたのが「女性史Jだった。男女平等の思恵を空気のように吸っていた学生時代には見向きも

しなかった「女性史jに、自分の生き方をかけて向き合うようになった。性役割や「母性」が歴史的構

築物だ、と知った時の解放感は忘れられない。手当たり次第に読んだ本の中で最も共感をしたのが、もろ

さわょうこさんの『信濃のおんな』や『おんなの戦後史11960、70年代に、「婦人Jでも「女性」でも

なく、あえて差別的ニコアンスを持つ「おんなJを掲げる、その、『青鞍』にも「水平社宣言Jにも通じ

る高らかな精神に魅せられた。同時に、女性(母)は戦争の被害者であるとともに、「共犯者Jでもある

という指摘は、その後の加納実紀代さんたちの『銃後史ノート』と相まって、再び無自覚の加担者にな

らないための女性史を、という私の研究の背骨になっている。

出産後、娘の首が座るのを待ちかねたように周囲のお年寄りたちへ聞き取りを始めた。夫の最初の赴
噌F ーす

任地である、西伊互の小さな町は、海ではカツギ(海女)、山では枇杷や桑栽培、戦前から鉱山で働く女

性たちの生きた経験が凝縮された場であった。鉱山の元選鉱婦、元従軍看護婦、カツギさん、助産婦さ

ん、女中奉公をした女性たちなど……。さらに車の免許をとって、後部席のかごの中に娘を入れて、峠

を超えて伊豆半島中の女性たちを尋ねた。明治生まれの農村女性たちは録音機を前にすると言葉が出な

くなるため、録音はせず、 f承諾書jを取り交わすこともしないまま、庭先で一緒に縄をなったり、海岸

に腰かけたり、長屋の鉱山労働者の仲間に声をかけて雑談をしてもらうなかで、全身で聞き取り、帰宅

して必死で思い出して一人一人のカードに書き込んだ。これは、当時尊敬していた山崎期子さんや北海

道の高橋三枝子さんがやられていた手法に倣ったものだ。今から思うと誠に荒っぽいやり方だ、ったが、

『西伊豆・土肥の女たち~ (1985)の上梓を話者たちは喜んでくれたし、私は「男は仕事/女は家庭j

という性別分担は、通歴史的なものではなく、戦後、高度経務成長を画期として定着したことを、女性

学の理論からではなく、地域女性の生きた歴史から確認することができた。

1990年代初め、歴史の中で創られた非対称な性関係は、将来に向けて変えていくことができるーその

ような希望を含意して、「ジェンダーJという視点が導入され、男性もまた創られた存在であることを明

らかにする「男性史Jも生まれた。これからの f女性史・ジェンダ一史j は、女性の歴史的経験を従来

の正史に書き加えるだけに留まらず、国家史・政治史の枠組みそのものを書き換えるような研究でなけ

ればならないと思う。私自身も、クイア史研究の挑戦を受けて、近代が産み出した男女二元論・異性愛

規範を「自然なものj としてきた自らの内なるセクシュアリティ認識を問いなおしつつ、ジェンダーの

視点を張り巡らせた「全体史」の構築に少しでも貢献できたらと思っている。
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《地域女性 史 出 版 情 報 ) ) *情報をお寄せください

『しずおかの女たち第 10集私たちの説在を問う』静岡女性史研究会 羽衣出版

2019年2月26日発行

私たち静岡女性史研究会は、先人からの聞き書きという方法により、個人の体験を記してきた。

2016年に、国境を越えた女性たち、をテーマとした『しずおかの女たち 第9集』を発行し、

3年が経過した。この間、女性活躍推進法の施行を受けて、製造業を、基盤産業とする静岡県に

おいても、各企業や自治体が女性管理職比率を向上させる取り組みを自にすることとなった。

しかしながら、性別にかかわらず誰もが生きやすい時代となるには、多くの課題が残っている。

昨今の女性活躍推進の動向をジェンダー視点から捉えるために、私たちは、 1970年代に始まった

ウーマン・リプ運動に焦点を置いて学習を進めてきた。ウーマン・リプ運動は、国際婦人年(1975

年)、国連女子差別撤廃条約 (1979年採択、 1981年発効、日本は 1985年に締結)、日本におい

ては、男女雇用機会均等法の制定 (1985年制定、 1986年施行)につながっていき、第二次世界

大戦後の女性の生き方に大きな影響を与えた経緯がある。このウーマン・リプとは何だったのか

を検証するために、 3回の講演会を開催した。

本書は、これらの学習成果を踏まえつつ、会員それぞれの関心に沿って、時代的にも長期にわ

たって静岡において生きてきた人々の足跡を収めている。ウーマン・リプ運動や、この運動に基

づいてうまれた女性学が大事にしてきたものは、「自分の問いからスタートすることJである。各

著者が、自身の問題関心を主題化し、聞き書きを通じて、「自分の間いjに向き合い、未来に向け

て新たな一歩となるよう願いつつ綴ってきた。(跡部千慧)

『函館・道南女性史研究』第 19号道南女性史研究会 樹三和印刷

2019年2月 15日発行

私たちは今年 2月やっと第四号を発行することができた。第 18号発行から 3年 5カ月余り後

となる。その問、元気だった会員が 1人亡くなり、内容には苦心した。

4人となった会員原稿(注1)だけでは物足りなく、地元で活発に活動し交流もある団体、ウィ

メンズネット函館・大関原発訴訟の会・道南ジェンダー研究ネットワーク・7女性会議函館支部・

函館YWCA'新日本婦人の会函館支部から近況報告をいただき、“道南の風"とした。

特別寄稿としては、 2013年秋、函館で開催された「全協4・25 函館・北海道の弾圧事件を考

えるJ講演会で講師宮田汎氏と共に挨拶された女性の話に引き込まれていたので連絡をとった。

札幌在住、戦後『交換台一治安維持法下の青春Jを著わした故本間キクヱの娘さんで、<母の一

生一四人姉妹の三女として>を書き送っていただいた。旧姓菅野キクヱについては『函館市

史』通説編第 3巻に戦前の<電話交換手の職場改善運動>として取り上げているが、キクヱさん

たち姉妹の壮絶な人生は身内だからこそ書ける内容となっている。

(注1)90歳代会員の体験三題・聞き書き①台湾からの引揚げとその後②湯川寺先代住職夫人に聞

く・札幌女性史研究会の会誌掲載写真がきっかけで、始まった函館の郷土史家の母神山三芳取材

ノート。

振り返ると、 1975年国際婦人年の翌年道南女性史研究会は発足、その年の秋、生後 5カ月の次

女を背負って私は道南女性史研究会に入会、翌 77年7月に創刊号は発行された。会員は 14名で

あった。以来遅々細々ながらも<全国女性史研究交流のつどい>には極力参加し交流し刺激を貰

っている。 1992年秋の<第 5回全国女性史研究交流のつどい一那覇大会>は強烈な体験で、道南

の「軍慰安婦J問題を考えていくことに繋がり、第 10号に<地域女性史研究の意味〉を寄稿して

いただいた伊藤康子先生から発行毎に届くハガキは大きな励みである。第 20号に向けて前進した

いと思っている。(酒井嘉子)
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《会員情報》

{新入会員】 劉王奇思さん(2019.5. 12) 

【言卜 報}力i納実紀代さん(2019.2. 22)、桜井由幾さん(2019.4. 20)が逝去されました。謹んでご冥福

をお祈りします。 *r永原和子さんを偲ぶ会」が6月29日昭和女子大学会議室で執り行われました。

《関連学会・研究会・団体等¢糟報》

【第59四社会教育研究全国集会 C奈良集会)ご案内] 2019年8月M 日"'26日

会場:奈良教育大学・奈良市立中部公民館 問合せ:野々ネ鳩子(会員・ω0--2467-2480)まで。

《委員会だより》

2018年度第7回 2019年2月22日(鉛 10: 30"""15 :∞ 
① 「会報 16号J16p、250部印制、 118部発送

② 「会計帳簿J • r通帳管理Jについて、会計から報告

③ 2019年度例会について検討

-第13回例会 5/12(日) r地域女性史を深め、叙述するにはJ大門正克講師

運営について 午前・総会 午後・例会 役割分担決定

・第14回例会 地域例会(長崎) r被爆地長崎における女性の歩みJ (仮齢

日程その他、長崎女性史研究会の意向を打診(担当山村)

2018年度第8回 2019年4月2日伏) 10:30"'13: 10 

① 「会誌J倉IjflJ号包018.10.16発行/250冊+10冊=2的冊)の費用・頒布状況報告

-費用1冊当たり実費2，2∞円頒価 1，200円
・会員送付137冊寄贈(国立国会図書館2・NWEC・東京ウィメンズプラザ・日本女性学習財団

.市"房櫛己念会女性と政治センター・総合女性史学会・歴教協・歴科協・史学会)

② 「会誌.J~字削号 2刷(2018.1 1. 22) 100冊十5冊=105冊 費用 1冊当たり 700円

③ f会誌J第2号論考・原稿募集 2020年3月末締切発行 2020年 10月25日予定

④ 却19年度総会・例会について確認

2019年度第l回 2019年6月4日伏) 10:30--12:30 

① 総会総括 出席28名。質疑応答の時間を確保、 「会誌」の発行部数、費用、頒布について意見

② 伊陰総括 出席33名(会員31名、会員外2名)資料のみ5名。大門さんの講演充実

③ 第 14回例会(長崎)日程11月9日(土)0 8"'10日の3日間想忠報告3本

④ 委員会開催と「会報J発行の年間スケジュール決定、 f会報 17号jの内容案提示・検討

『地域女性史研刻愈IftJ号正誤表 *遅くなりましたが、お詫びして訂正いたします。

33頁 注26 誤『エスニシティ・ジェンダーから見る日本の歴史一軍資金調達の論証など』

正『エスニシティ・ジェンダーからみる日本の歴史』軍資金調達の論証など。

140頁上段後ろから6行目誤人口二六五万 正人口二六.五万

141頁下段後ろから 3行自誤一五八六五年 正 一八六五年

l会計から|蹴込用紙を同封いたしましたので、年会費の納入にこ弔問くださ川

備 機翻

地域刻生史の叙述について会員から提起された問いに、かくも誠実に答えてくださった大門正克

さんに感謝します。今号の4頁にわたる論考は今後私たちの指針となり続けるでしょう。 仏心

地域女性史研究会会報ーここK生きここを超えるー 第17号 2019. 7. 30 

会員募集中!

年会費3CXX)月

カン/寝槌します!

蹴
傾
繍
犠

〒157咽 72 世田谷区祖師谷5-37-22
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第 14図例会テーマ く原爆・女性・平和>報告要旨

滞上のカトリックの女性たちと原爆 葛西ょう子

原爆投下の中心となった浦上の町はカトリック信者が多く、 1万5ωo人以上が居住し、約 1

万人が亡くなったという。浦上の信者の女性たちはどのように原爆を受け止めたのか、ローマ

教皇の 38年ぶりの来訪を前に、改めて考えてみたい。

強い信仰を支えに激動の人生を生き抜いた3人の女性を取り上げる。岩永マキは f浦上四番

崩れJを経験、 「女部屋」と呼ばれた準修道会を組織し、郵児養育のため浦上養育践を開設し

た。シスター江角ヤスは純心女子学院を創設し、戦後は原爆で亡くなった生徒に代わってその

両親を介護するため、原爆ホームを建設した。片岡樟代は顔に大きなやけどを負いながらも、

自らを平和への道具と受け止め、証言活動を続けた。

原爆は神の摂理であり、浦上の原爆死は平和への犠牲であるという永井隆の「浦上矯祭説j

にも注目したい。江角ヤスはこれを積極的に受けいれ、学園復興の糧とした。受け入れ難さを

感じていた片岡津代は教皇ヨハネ・パウロ二世の「戦争は人間のしわざj との言葉に解放され

て、語り部活動を開始した。

戦時下における女子学生の暮らしと被爆体験 山本芳江

戦後 74年を経て、戦時下の苦しい生活は、現在の若者にとって想像も理解も出来ない社会で

あり、日々であった。そこであらためて戦時下の思春期の女性たちがどのような体験をしてき

たのかアンケートによりその記憶を記録することにした。

アンケートの項目は①衣・食・住・娯楽・旅行など、②学校生活・授業内容・学校行事など、

③学徒動員・作業内容・労働環境などである。最後に f自由記述j の柵をもうけ、戦争中の忘

れられないこと、原爆について、何を思ったかなど自由に書いていただいた。

戦争中の生活については、文部省法令、曹司令、通達などにより全国的に統一されたものであ

ったと思われた。

自由記述欄は被爆体験に関わる記述が多くみられた。次の 3名の方々を紹介する。

T.Yさん…三菱兵器工場で被爆。 100備のガラス片が体内に残った。

N.Yさん…三菱兵器工場で被爆、原爆症のため新興善救護所に入院、治療。

M. Eさん…被爆体験を本人が発表。

女性の被爆体験と平和運動 国武雅子

2017年国連で核兵器禁止条約が採択された。被爆者たちの悲願であり、長年の運動の 1つの

成果であった。原爆は肉体も精神も社会的関係も破壊し、しかもその破壊力は長く持続する。

被爆者たちはその体験と痛苦を平和への想いに変えて、活動してきた。

体験も、被害の程度も、思想信条も、社会的立場も異なる様々な人々が連帯して平和運動を

展開してきたが、女性たちもその中で重要な役割を果たしてきた。

原水爆禁止運動のリーダーの 1人であった小林ヒロと長崎市婦人会の人々、重い原爆症に苦

しみながら『われなお生きでありJを著した詩人福田須磨子と彼女に発表の場をつくった長崎

生活をつづる会を中心に、長崎の女性被爆者の体験と思想、運動について考察する。
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《長崎の資料館・博物館情報 》

1.長崎女性史研究会から推薦があった例会後の見学場所

①長崎市立図書館内 1階『救護所メモリアルJ(長崎市興善町 1-1) 

戦時、新興善国民学校があった場所。被爆した負傷者が治療を受けた所。再現遺跡。

②長崎歴史文化博物館(長崎市立山 1丁目 1番 1号)

長崎の歴史に関する資料の収蔵と展示が中心。

鎖国時の「長崎奉行所関係資料Jは、文書 1，176点、絵図と地図 66点。

羊皮紙に書かれた『安政二年日蘭条約』の和文写 13冊。

※同館西側にあるのが「立山防空壕Jは原爆遺跡。

長崎防空本部が置かれた場所(被爆建造物)県知事などによる、警備、救護救援等応急対

応に関する連絡手配や指揮がここで行われた。ここから原爆投下の被害状況が国の中央に

伝えられた。市外・県外への救援救護の応援要請も行った。

③間正治記念長崎平和資料館(長崎市西坂町9-4) 

私立資料館。 f長崎在日朝鮮人の人権を守る会jの代表などをつとめた牧師であり、市議会

議員であった岡正治氏(1918"-'94)が収集した資料が展示されている。

朝鮮人被爆者、強制連行・労働の歴史、戦時中に行った日本人の行為、戦後補償等。

n.例会目前後で見学可能な場所 (観光資料館を除く)

@長崎原爆資料館(長崎市平野町 7番 8号)

⑤国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館(長崎市平野町7番 8号)

⑥永井隆記念館・白血病の療養をしていた知己堂付設(長崎市上野町22-6) 

(まとめ 山村淑子)

《長崎例会のための参考文献紹介 》

『長崎の女たち』第 1集 長崎女性史研究会鏑長崎文献祉事IJ 1991年 6月 20目先行

『長崎の女たち』第 2集 長崎女性史研究会・長崎文献祉事IJ 2∞7年 8月20日発行

『長崎の女たち~ 2冊はそれぞれの分野で活躍した女性の人物伝を中心に構成している。

まず長崎の被爆体験者・平和運動に関わった女性たちが顕著である。「われなお生きでありJ

の反原爆詩人福田須磨子、核兵器のない世界をめざす不屈の語り部渡辺千恵子、平和と母子福

祉運動を支えた回吉チエ、被爆を語り、反核平和を求め続けて 58年の江頭千代子、 f教え子を

再び戦場へ送るなJの松尾静子の 5人を掲げている。婦人運動では、平和を求めた婦人会の指

導者小林ヒロ・宮田ヱキ・小池スイを掲げている。被爆者で原水禁運動の先駆者小林ヒロ。全

関西婦人連合会第 3回大会に参加した宮田ヱキ。地婦連に働きかけ「平和について語り合う会

を各県で持とうJと呼びかけた小池スイ。さらに主婦連合会副会長として長年消費者運動に献

身した春野鶴子も長崎出身者である。

このほか医学ではシーボルトの娘楠本イネ、政治家では神近市子と中山マサ、祈りと奉仕の

人では岩永マキ、石井筆子を掲げている。近世においてはオランダ交易の拠点、そして幕末・

明治の開港場ゆえの「丸山遊女史ものがたり J、「時代に翻弄された女たち(ジャガタラお春)J、

f居留地の女たちJ、f長崎の女子修道院めぐり」、 f明治期港町に生きた女たちj、「長崎女性史

年表Jを掲げ、長崎の女性史を立体的に導いてくれる。執筆者は延べ 27人。

第 2集によると、長崎女性史研究会では「まず身近な地域女性史の中の一般的な女性観、自

分自身の意識にもとづいた生き方をした女性などを対象に研究を進めているJとある。 2019

年 11月 9日(土)開催の第 14回例会〈長崎〉が期待される。

(まとめ海保洋子)
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地域女性史を歩く X

八千代の朝鮮人犠牲者の慰霊碑をめぐる

八千代市高津の高津観音寺に関東大震災時に虐殺された朝鮮人犠牲者の慰霊の『普化鐘

楼』がある。毎年 9月に慰霊祭が行われ、今年も 96周年慰霊祭が 9月 8日(日)に盛大

にとりおこなわれた。私が慰霊祭に参加したのは、 2013年 9月の慰霊祭の日に頒布され

た『関東大震災 90周年』のガイドブックを入手するためだった。その時に朝鮮人犠牲者

の遺骨発掘に関わった大竹米子さんとの出会いがあった。中学校社会科教員だった大竹さ

んは、八千代市大和田町出身の同僚阿部こうさんから朝鮮人の虐殺の話を聞いて衝撃を受

けたという。習志野市立第 4中の郷土史クラブの生徒と共に 1976年 7月から 1978年 6

月の間に聞き取り調査を行い、パンフレット『大和田新田の朝鮮人虐殺を探る』にまとめ

文化祭で発表した。新聞に取り上げられ、歴史教育者協議会(歴教協)大会での発表が「千

葉県における関東大震災と朝鮮人犠牲者追悼・調査実行委員会」の結成につながったのだ。

『普化鐘楼(ふかしようろう』

1985年、韓国から送られた「慰霊の鐘j と f普

化鐘楼」。韓国内の募金活動で集まった浄財で調達

された材料は吟味した韓国のもの。いったん組み

上げ、解体して釜山から横浜に送り、観音寺境内

で韓国人職人が建立。瓦は丹青(タンチョン)柱

は赤。映画「払い下げられた朝鮮人J(呉充功監督

1986年)に記録されている。

関東大震災朝鮮人犠牲者慰霊の碑

1999年、観音寺境内に建立。

前年 1998年 9月 24日、観音寺裏

のなぎの原で 6体の遺骨を発掘。

実行委員会は 1983年刊行の

『いわれなく殺された人々』で 6

体の犠牲者の遺骨が埋められてい

る事実を公表したが、遺骨はなか

なか見つからなかった。

無縁仏の墓

大和田新田岡崎外科前に、

1972年に有志によって建立。

阿部こうさんがしばられた

3人の朝鮮人を見た場所。

台風 15号直撃が懸念される中、観音寺本堂で東京成徳大学小薗崇明教授の千葉県内の

震災の石碑調査報告があり、武蔵大学社会学部永田浩三ゼミ生 17人による朗読劇「骨は

叫ぶ・ 96年目の記憶」が初上演された。震災の記懐を語り伝える活動が若い世代に広が

っていることを実感した。 八木節子(やちょ開き書きの会)
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f地域女性史j と私 vl 

グループ研究の醍醐味

永原紀子

私が女性史と出会ったのは、 1985年秋の婦人学級だった。「市報東村山J掲載の<婦人学級「女性の

生き方J(折井美耶子氏)>を目にし、 f明治から現代に至る女性の地位や役割分担などを学び、今後の生

き方を考えてみますjの文言に惹かれて、申し込んだ。

その 1年前、小学4年と幼稚園の子どもをもっ私は突然、血小板が減少する難病を宣告され、約2カ

月間入院した。血液科の病棟には、白血病や敗血症など重症患者が多く、親しくなった若い人たちの無

念の死と向き合う日々でもあった。回復の目途がついた私は、これからの時簡を決して無為に過ごすま

いと、自分の生き方を模索していた。これといった指針を見いだせないまま、モヤモヤした気分で過ご

していた、その頃のことだった。

大学では史学を学んでおらず、歴史の勉強らしい勉強もしていなかった。高群逸枝の本や伊藤野枝の

評伝を読んではいても、「女性史」という意識はなく、近現代史への多少の関心をもっ程度の私は、この

全 10闘の講座で近現代女性史に惹きつけられた。紹介してもらった参考文献を読み、少しずつ問題の所

在がみえるようになっていった。夢中になれる新しい世界が開けた気がした。講座終了後に結成の自主

サークノレで学び始めていた 86年 5 月、『日本婦人問題資料集成思潮上~ (丸岡秀子編、ドメス出版)を

テキストに近現代女性史を学ぶ会(折井美耶子さん主宰)へ誘われ、思い切って一歩を踏み出した。この

fサークル女性史Jで本書を3年がかりで読了し、第一次資料に当たることが肝要だと学んだ。

サークル女性史のメンバーの多くは、各々の居住地域の女性史編纂にも携わっていたが、私の地域で

の活動は市民運動で、地域政党 f生活者ネットワークjの結成に参加して女性のネット議員を誕生させ

て事務局を担当。次に市のごみ処理施設再生計画策定に市民参画の協議会設置を導き、事務局に入って

最終提言書作成に関わった。実社会の問題を自分の頭で考え、仲間たちと議論し、行動を起こすことの

必要性を実感する貴重な 6年間であったが、気がつけば、このメンバーで地域女性史に関わっていない

のは私だけだった。

95年に「女性の歴史研究会j として再発足した私たちは、グループ研究のテーマを平塚らいてう・市

川房枝により 19年創立の新婦人協会(今年 1∞周年)と決め、研究をす寸めるなかで、会誌第2号(2∞l

年)を f支部特集Jとした。支部は名古屋、大阪、神戸、広島、横浜にあり、私は広島支部を担当した。

当支部は県当局からの女教員入会禁止という f広島事件」があり、検証のため地元紙『芸備日日新聞』

閲覧が必要で呉市へ、関連人物調査のため福山市等へも赴いた。地元紙と全国紙を精読する中で、県内

の政治闘争が「事件Jの背景にあったことを実証した。広島県女性史研究の第一人者、今中保子さんか

らもご教示をいただき、私にとって初の地域女性史研究は手ごたえのあるものだった。もう 20年近く前

のことであるが、これら支部の各地の女性史研究の方々が、地域女性史の中に取り込んで深めてくださ

っていたら、うれしいことだ。これらを含む研究は『新婦人協会の研究~ (06)、『新婦人協会の人びと』

(09)にまとめ、ドメス出版から刊行した。

ついで、 17 年刊行の『女たちが立ち上がった一関東大震災と東京連合婦人会~ (ドメス出版)は、東京

在住の私たちにとっての地域女性史そのものと思えたが、東日本大震災後の出版で、被災時の女性の自

発的な救援・救護活動が災害史・震災アーカイブとしても注目された。本書を書庖の災害史関係の棚や、

' 震災関連シンポジウムの書籍コーナーで見かけたとも聞いた。ジャンルを超えた読者に供されたのは新

j 鮮な驚きだった。
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お知らせ

会誌『地域女性史研究』 第2号原稿募集中 ーあ澗らせとお顧しト ; 

会誌『地域女性史研矧第2号は2ωo年 10月 15日に発行予定です。内容は、ほぽ倉l刑号と閑 j

i様です。地域女性史に関する論文、研究ノート、随想、新刊紹介・書評などのほかに<東西南北>

iとして、引き続き研究交流をかねて各地の研究活動の実情や会運営上の問題などを掲載します。 i 
i積極的に投稿してください。字数は2∞~創泊字以内?す。

! なお原稿締め切りは2020年3月20日ですが、論文、研究ノートなどの投稿を予定している方は、 j

: 2019年 12月末日までにタイトル、概要を編集委員会までお知らせください。応募多数の場合は、 i
i編集委員会で織すします。なお、詳しくは第 11号7頁の投稿規定およて湾噂要項をご参照くださ;

:い。 また、創刊号を増刷しましたので、在庫が約ω冊あります。ぜひ多くの方にお勧めください。:

《会員情報》

【新入会員} 山本芳江さん (2019.9.15現硲

【言ト 報】 山口美代子さん(2019.9. 25)が逝去されまし丸護んでご冥福をお祈りします。

《関連学会・研究会・団体等の情報》

{オーラル・ヒストリー総合研究会第47回例会] 2019年12月11日(水)13:30--16:30 

東京ボランティア・市民活動センターB会議室 講師大河巴渡子さん(元調布市議船

テーマ女性が政治に関わるとは一女性市議として6期24年、引退した今、思うこと(仮題)

側鼠或女性史出版情報》

『時代を拓いた女たち第皿集ーかながわの 112人』江刺昭子・かながわJ女性史研究会編著

神奈川新聞社 2019年7月26日発行

講師大門正克さん

日本女性学習財団、市川房枝

《委員会だより》

2019年度第2回 2019年7月30日ωc) 10: 30--15 : 30 

① 「会報17号J12p、250部印刷、ヤマト便1侃部発送、 3部郵送、

会員外送付先:国会図書締2、NWEC、東京ウィメンズプラザ、

記念会女性と政治センター、総合女性史学会

②第14回(長椅)伊陰について検討

3人の報告者の報告時間、タイムテープル、見準地、懇親会について。

f会報18号J6p 内容検討発行日 10月1日原稿締切 9月10日

会誌第2号編集体制委員:折井・海保・ )11寄・瀬上・宮崎・山村・矢野(協力員)7入

会誌費削号増制により、現在在庫数擁認 61冊 。11寄・瀬上宅)

③

④

⑤

 

〈錦繍掛〉今年の夏も全国各地で大きな災害がありました。被害に遭われた方々に心からお見舞し、申

し上げます。今年度の地域例会は長崎で開催。報告要旨を読み、ますます朔待が高まります。

f会報j も、今号で18号となりまし丸皆様からの応援の声に励まされてやって来ました投稿も

大歓迎です。また「会誌j第2号の原稿募集を開始しまし丸こちらもお待ちしています。 (M)

2019. 10. 1 

折井美耶子
山柑淑子

宮嘩繁子

第18号

〒157-{)()72 世田谷区制硲5-37-22
e吋naiI 0，ri imiyako陶nai1. c側1

@明18iI y，叩IJteIDr∞f.∞札ne.jp 

制 nai1 miyzaki. reiko・beige.plalaor.jp 

ここを超えるー地域女性史研究会会報ーここぶ生き

連絡先
代表

事務局

編集

会員募集中!

年会費荻Xわ円

力ン/稽槌します!
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第 19号制******抑制****特例 2020.2.18

地域女性史研究会会報
ーここt:.i. ~ ここを設える一

************************************************ 
目次

第6回総会・第15回例会案内・・・・・ 1 長崎例会を路えて・長崎紀行・・・・ 9 

第 14回例会報告・・・・・・・・・・・ 2 お知らせ・・・・・・・・・・・・・ 10 

例会参加者の感想・・・・・・・・・・ 5

********************************************************************** 
地域女性史研究会第6回総会・第 15図例会のお知らせ

18世紀中期から、江戸では割のいい女の稼ぎ仕事として女髪結が隆盛した。幕府は

風俗素乱の観点から女髪結を禁止としたが、なかなか止むことがなかった。度重なる

幕府の違反者取締りにより多数の女髪結たちが捕縛されたが、その中の一人に、はつ

がいた。ところが彼女は生物学的には女ではなく男であった。厳しい風俗統制下で生

きた異性装者はつをめぐる史料を通して、江戸後期の女性労働のあり方やセクシャル

マイノリティの置かれた状況について考えます。

参加ご希望の方は、事務局山村または折弁まで(10頁多照}メールでお申込みください。

また、終了後交流・懇親会を予定{約1時間)しております。こちらもあわせてお知らせください。

事前申込みなしで当日歩加も可能ですが、できるだけど協カをお願いします。

(東京ウィメンズプラザ)

渋谷区神宮前6-63-67 官L03-5467-1711 

• JR・東急東横線・井の頭線・東京メトロ副都心線

f渋谷駅』宮益仮ロから徒歩 12分

・東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代回線『表歩道

駅JB2出口から徒歩7分

-都パス(渋88系統)r渋谷駅Jから 2つ自

{青山学院大学前)パス停から徒歩2分

園連大学 至原宿

1.東京ウィメンズ
こども11プラザ
棚 i オーバJvピ)¥1

制v~~jtJ. t~L品

Itス*・.
霞お学院大学 言



{第 14回例会報告} 2019.11. 9開催

長崎市立図書館新興善メモリアルホール

例会テーマ f戦争と原爆と長崎の女たちj

長崎のカトリック女性による原爆の語り

一一純心女子学園を中心に

四候知恵

日本学術振興会特別研究員(長崎大学)

本報告では、長崎市のカトリック系ミッションスクールの中でも、特に原爆により甚大な被害を受けた長崎

純心高等女学校を取り上げ、主に学校の刊行物(学校史、被爆体験記、学校新聞など)を対象として原爆

の語りを分析し、永井隆が提唱した矯祭説〔原爆死を神への犠牲(矯祭)と捉える考え方〕が、どのように受

容され、変化してきたのかということを提示した。報告の中では、同校の被爆時の校長であり、戦後も純心の

中心的な指導者であったシスター江角ヤス氏や、長年にわたり被爆体験を語ってきたカトリック教徒、片岡

津代氏の活動にも言及した。

純心をめぐる原爆の語りの中で紹介した文章の中には、 f天皇・皇后両陛下をはじめとしてjという言葉が

あり、質疑では、このことをどのように捉えるのか、とし、うご質問を頂いた。確かに、江角氏は、戦中、戦後を

通じて一貫して皇室への敬愛の念を綴っている。天皇への言及とアジア・太平洋戦争における戦争責任の

問題は、厳密には異なるが、関連する問題でもあるので、併せて考えてみたい。

1960年代後半に結成され、長年にわたり被爆体験証言を収集し、雑誌『長崎の証言』を刊行してきた

「長崎の証言の会Jは当初から、朝鮮半島出身の被爆者の問題について関心を抱いていた。その後、長崎

においては、 1981年から始まった「長崎在日朝鮮人の人権を守る会jによる朝鮮人被爆者などの実態調査

や1995年に開館した「岡まさはる記念長崎平和資料館jなどの活動を通じて、「日本の戦争責任・加害責

任jとし、う視点から、著作や議論が積み重ねられている。しかしながら、長崎におけるカトリック界と天皇制、

あるいは戦争責任の向き合い方についての言及は少なく、実証的な研究も十分ではない。

戦時中の浦上教会では、中国大陸で「壮烈な戦死を遂げられた勇士Jの葬儀ミサが、信徒はもとより軍、

官の関係者も多数参列して執り行われ、国防献金、皇軍慰問金の献納も盛んに行われていた。浦上カトリッ

ク婦人会なども愛国婦人会長崎支部山里分会を結成し、これらの活動に大きな役割を果たしている。原爆

投下当時、長時司教区の山口愛次郎司教は、海軍省とカトリック教会の要請で宣教師として南方に赴いて

いた。純心女子高等女学校においても、被爆した生徒たちは、軍需工場である三菱造船所大橋工場に動

員されていた。ミッションスクールであるために、非国民と罵しられたり、特高の詮索を受けたりしたこともあり、

いっそう、賑命にお国のために尽くしたという側面もあったが、戦後の純心女子学園の原爆の語りの中で、

当時の学校教育の軍国主義的要素に目が向けられることはなかった。純心には、戦時中、朝鮮半島出身

の学生も通学していた。彼女たちは、どのような経緯で純心に通い、戦後、どのような人生を送ったのだろう

か。

これらの問題には、江角氏個人として、純心女子学園として、あるいは長崎のカトリック教会、さらには日本

カトリック教会としてという純心と長崎のカトリック教会をめぐる複数の位相で、どのようにアジア・太平洋戦争

の戦争責任をめぐる問題が捉えられたのかという検証が必要である。今後の長崎のカトリック界と戦争という

テーマにおける課題であるとともに、自分自身の課題でもあると受け止めている。

2 



戦時下における

女学生たちの暮らしと被爆体験

山本芳江

長崎女性史研究会

戦後 74年、戦争の時代を経験した 75歳以上の人口は 13.3%。その中で当時の日常生活の体験を伝

えられる人々は更に少ない。感性鋭い思春期に戦争の真っただ中にあった女性たちの記憶を貴重な記

録としてとどめるべく戦時下の生活の様子についてアンケート調査を行ったo 回答の内容は孜のよう

なもので、あった。

①衣食住、娯楽などについて

1939年、毎月 1日は一汁一菜、日の丸弁当。 1942年、米、酒、タバコ、衣料品など配給制、切符

制となる。 1944年、女学生は全国的にモンペ着用となった。以上の通達や制度により生活が日々困窮

した様子がすべてに記述されていた。米に芋を足し、足りないと水で増量、下着が入手できずツギを

当てて着用など。住環境に関しては家族構成、親の職業によって個人差があった。娯楽は学校が許可

した映画のみ、家庭では蓄音機で音楽を楽しんだ、何かを楽しんだ、と思った記憶がない、など。

②学校生活、授業内容、先生について

英語科は敵国語として授業なし。家庭科は芋の茎など代用品として使用。体育科は竹やり、なぎな

たなどが優先された。音楽科はドレミの音階がハニホと変わった、など。図書館には利用希望者が多

いのに蔵書が少なかったなど、楽しい教室風景などはまずなかった。 学校行事として「四大節Jが

行われ、校長が教育勅語を読み上げた。毎月 1回は神社参拝に行った、など。

校庭、運動場が食糧増産のため農園化され、学徒動員の効率化を高めるため校舎の工場化が実施さ

れた。テニスコートが芋畑に、屋上に菜園栽培、軍用衣料の裁縫作業、造船所の旋盤工場となる、な

ど。慰問袋、千人針に関した記述もみられた。

1944年から、登校日は月一回となり、 1945年 5月からは学校教育が停止となっている。学校長は

授業が出来ないことを詫びられた、何かあればお国のため、戦地の兵隊さんを思い出せと言う先生が

いた、など恨めしい気持ちが切なく感じられる。

③戦争中の作業、学徒動員について

1938年6月勤労動員が開始。 1941年 12月学徒出動命令が発せられ学生、生徒、児童までが労働

力として駆り出された。飛行機、船などの部品組み立て作業、手楠弾づくりなどに従事し、工場では

絶縁体の雲母の粉にむせ、言われるままに行動した、また工員も女学生も他の学生たちも一丸となっ

てお国のために働いた、など。報酬、賃金についてはそれを求めるための仕事の意識もなく、金銭そ

のものに関心を持つ年頃、時代でもない状況下でそれぞれの記憶があいまいで確かな事実は不明であ

った。

アンケートに答えてくれたのは 17人。アンケート調査としてはあまりにも少ない。しかし、一人

一人が 72年前の体験について真撃に記憶の限りをびっしりと記述している。勝利の名のもとに授業

を受けられず動員に汗を流して、恐ろしい程の管理下におかれていた日常を事細かく確認することが

できた。一瞬にして原爆犠牲者となった多くの人々の声や心を表したものとも考えられた。 17という

数は単に 17人の体験ではない、長崎の女学生を代表した歴史的証言として残したい。

自由記述欄には 17人全員に原子爆弾についての記述があった。そのうち 3名を紹介。

T.Yさん…三菱兵器工場で被爆。 100個のガラス片が体内に。現在も 1個残っている。

N.Yさん…三菱兵器工場で被爆。原爆症のため新興善救護所に入院、治療。

M.Eさん…爆心地より 2.5Kの自宅から市内の建物火災の延焼を見た。野菜が放射線により奇形と

なった。
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女性の被爆体験と平和運動

国武雅子

長崎女性史研究会

原子爆弾の投下から 74年あまりが過ぎた。原爆の被害にあった人々はその体験の苦痛を平和への

想いに変えて、反核・平和運動を展開して来た。共感する人々が連帯し、ともに活動した。女性たち

もその一端を担い、彼女達には女性であるが故の困難と、だからこその見識があった。

今回の研究会では長崎の原水爆禁止運動を牽引した小林ヒロと長崎市婦人会の人々、重い原爆症に

苦しみながら文学作品を著した福田須磨子とともに活動した長崎生活をつづる会の人々を中心に、長

崎の女性被爆者の体験と思想、運動について検討した。

長崎市婦人会は 1948年に結成された。地域婦人会として様々な活動を行ったが、会長小林ヒロを

含む会員の約半数が被爆者であり、平和運動は活動の大きな柱であった。「原爆乙女Jのための街頭募

金から始め、 1956年の第 2回原水爆禁止世界大会以降、長崎の原水禁運動を支えた。国家補償の精

神に基づく被爆者援護法の制定を求める運動にも熱心で、あった。アメリカの原子力潜水艦の佐世保寄

港、原子力船むつの佐世保港受け入れに対しても反対運動を展開した。原爆、原子力潜水艦、原子力

船、原子力発電の連続性を捉え、原発に対しでも批判的であった。

会員たちの被爆体験をまとめた『長崎の号泣』には家族を失った辛さ、子どもの健康不安におびえ

続ける母親の心情、原爆によって健康や容貌を傷つけられ結婚をあきらめた女性の悲しみなどがつづ

られている。そのような経験をした女性たちが婦人会の活動の中で、科学的な考え方を学び、連帯し、

平和運動を展開していったのである。

福田須磨子は原爆で両親と姉を失い、自らも重い原爆症を患った。病苦と貧困による絶望の中で、

原爆と向き合い、原水爆禁止運動に生きる意味を見出していった。「ひとりごとjなどの詩や自伝的作

品『われなお生きであり』は、長崎の代表的な原爆文学として、反核運動に力を与えた。

福田須磨子に発表の場を準備したのは長崎生活をつづる会の会員達で、あった。 1955年、長崎県母親

大会での鶴見和子「エンピツを握る主婦jの講演を機に、文章を書くのが好きな女性たちが集まり、

生活を記録し、集まって意見を交わし、社会のあり方を考えて行動に移していった。多くが被爆者や

戦争体験者であり、戦争・原爆・教育・女性問題などへの関心が強かった。この会の人々が福田須磨

子を仲間に誘い、詩集『ひとりごと』の出版などに尽力した。会の活動は 10年ぐらいであったが、

福田、渡辺千恵子をはじめとして、何人かは表現活動、社会活動を続け、 1968年に始まり現在も続く

「長崎の証言の会jの活動にも参加していった。

小林ヒロと福田須磨子は、ともに被爆者であるが、世代、家族関係、健康被害、運動の形などは全

く異なる。しかし、国家補償の観点による被爆者の援護と核兵器の禁止を求めるという目標を共有し、

日本国憲法の精神を尊重し、日米安保条約に反対するという共通の価値観に基づいていた。またその

活動は生活実感に根ざしており、女性たちの連帯の中で育まれたという共通点がある。

戦前、戦中、多くの女性たちは学び考え発言する機会を奪われていたが、戦後民主主義の中で、学

び連帯し、主体性を確立し、行動した。戦争を経験した女性たちが生活の中で培った思想が、長崎の

平和運動においても大きな力となったと言うことができる。
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例会参加者の感想

・......................................................................................

原爆投下のひと月後に長崎に生まれて

梅田和子(長崎市)

私と「長崎女性史研究会j代表の国武雅子さんとの出会いは、女性議員の比率が全国で最低の

長崎で 2014年に開催された「市川房槻巴念会女性と政治センターj の出前講座で、あった。公開

講演会やシンポジウムがあり、箇武さんも講師の一人として、出席された。

私は共催をした(一般社団法人)大学女性協会長崎支部長として、参加した。

今回地域女性史研究会第14回例会の案内を長崎女性史研究会の大田由紀さんからいただいた。

テーマは「戦争と原爆と長崎の女たちjであった。その講師のひとりに国武さんの名前があった

ので、出席することとし、国武さんにお伝えしたところ、懇親会へのお誘いを受け、偶々座った

席のお隣が宮崎泰子さんで、この原稿の依頼を受けた

国武さんの話はテンポよく進み、迫力があった。戦後、被爆した女性たちの平和運動の歴史、

特に長崎を代表する「小林ヒロJと「福田須磨子Jの生きざまの話であった。講演を開きながら、

原爆投下後の長崎で、このような女性たちの生活に根差した地道な平和活動があったことを知っ

た。

私は原爆投下のひと月後、 1945年9月に長崎で生まれた。

今年も 8月9日、平和公園では原爆記念式典が行われた。日本は「核兵器禁止条約jに署名を

していない。そのことを被爆者団体に関われた安倍首相は毎年のことであるが、 f心ここにあら

ずj私には関係ないとしづ表情をする。

私はABCC(原爆傷害調査委員会、 AtomicBomb Casualty Commission)に小学校時代、年

iこ一度通った。学校にハイヤーが迎えに来て、調査が終わると当時は珍しかったハムのサンドウ

イツチ等のお土産があった。(後に友達が羨ましかったと……)。中学になると f兵児帯一枚J

での写真撮影がさすがに恥ずかしく、母に通うのを断ってもらった。これは研究のための調査だ

ったとのちに知った。友人は被爆者手棋を持っていると結婚できなくなるとの親の思いで、被爆

者手帳を取ることをしなかったが、本音は心配で高校卒業までABCCに通わされたと…-一。

また幼稚園からの友人を 62歳で亡くした。いくつかの癌であった。

私の被爆体験は体験とは言えないと思うが、心に深く残っているということも事実である。

今回の例会のテーマに魅かれ、出席して良かったと思っている。

ジェンダーの視点からみえてくるもの

佐藤瑞枝(福岡女性史研究会)

地域女性史研究会長崎例会に初めて参加しました。テーマは f戦争と原爆と長崎の女たちJ。久々 、

長崎の原爆と女性たちについて勉強させられました。報告はどれも興味深いものでジェンダーの視点

で見ていくと、こうも問題がはっきり浮かび上がるのだと聞き入りました。その中で心に残ったこと

をいくつか。

報告者の四僚さんが取り上げた永井隆の婚祭説では、「主要な旋律Jをなしているという純心学園の

生徒たち。そこには若き女子学生=けがれなき子羊、清らかな美しい、白百合少女といった固定的な

性規範が強調(利用ともいえる)されることで、矯祭説に崇高さ、気高さを与え、説得力を増してい

たのだと思いました。

また、戦後の平和運動が f命を生み出す母Jの立場に立脚した女性たちによって、運動が大きく推

進、展開されたのは周知のことですが、国武さん報告では、そうした平和運動も矛盾を抱えていたこ

とが分かりました。 fよい母、よい妻、良い社会人Jという典型的な性別役割分業観で出発した長崎市
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婦人会、その中心となった小林ヒロが r(政事に)批判も要求ももたないのが女らしいというような間

違った考えを放逐j しようと呼びかけたことは、平和運動の中でも押し付けられる性役割や「女らし

さJに欝積したものを感じていたことが分かります。それは福田須磨子に至ってもっと赤裸々に語ら

れます。国武さんの報告で初めて福田須磨子をよくよく知ることができたのですが、女性であるがゆ

えに降りかかる抑圧を敏感に感じ取り、個として生きることを求めたこんな精神の自由な女性がいた

のだと感心させられました。

四僚さん、国武さんに加え、山本さんの女学生の被爆体験等のアンケートなども通して、容貌、就

職、結婚、出産、老いと人生全般に性役割規範がつきまとい、被爆という事実が女性にもたらした影

響は、男性とは異なる様相を呈していたことを理解するきっかけとなりました。その後、夏に録画し

ていたNHK番組 f少女たちの長崎j を再度見ました。よく理解できました。ありがとうございまし

た。

悔恨「私は、福田須磨子とbづ詩人を知らなかったj

熊谷啓子(東京都小金井市)

私は今回例会に参加して初めて、長崎の活動を知った気がする。 8月9日長崎原爆投下の日の映像

は、教会で祈る人々から始まる場合が多い。 f長崎の平和運動はおとなししリ、「行動するヒロシマ、祈

るナガサキJそんな対比の印象にからめ捕られていたと気付く。長年、そう感じていた自分の無知が

とても恥ずかしい。

全身で、魂の奥深いところで、筋の通った、ゆるぎない平和に対する意志。そして、政党に振り回

されない原水爆禁止運動を軸として、社会・政治・国際問題をも意識した視野を持ちつつ、生活者と

して発言し、運動を展開してゆく女性たち。その言葉の一つ一つに共感し納得する。所々、私も少し

は知っているあの時代の、あの時、長崎にはこの女性たちが居たのだ。今回も「凄い人達に出逢って

しまった!Jと今更ながら感動してしまう。

その中の一入、福田須磨子氏。資料にある「詩Jに種識を受ける。

こんな素直な言葉で赤裸々な表現で、信念を持って言い放つ。戦争・原爆に対する怒りと平和への

希求。ストレートに向かってくる言葉の数々。

そして、彼女のことをもっと知りたいと思う。

帰京の目、長崎出身の知人の案内で外海へ。厳しい暮らし向きは想像できるが、晴天のこの穏やかな

風景と清楚で敬度な潜伏キリシタンの教会は可愛らしく素敵。石造りの壁の堅国さと同時にある、包

み込むようなやさしさと温かさは美しい。平安とはこんな気持ちなの?不思議な体感。長崎の例会、

厳しいけど良い旅でした。感謝します。

落差?をうめるという課題

木永勝也(長崎総合科学大学准教授)

長崎での例会参加への感想をと依頼されたが、感想と併せて準備に関わった関係者の一人という側

面からもまずは述べておきたい。それは、準備をした側で、はからずも焦点があたったことがうまく

伝わっただ、ろうかということである。

諸事情から当初の報告予定者から変更となった結果、全体として、学徒動員された女性たちの体験

や記録・記憶に焦点があたることになったこととの関連である。「原爆Jにまつわるメデ、イアなどの報

道では、怒りのヒロシマ、祈りのナガサキという対比で取り上げられることが多い。その象徴的なイ

メージが女学生も含めたクリスチャンによる祈りの姿であろう。第1報告にもあったように、あまり

に護惨かっ過酷な体験からくる心情を慰撫する・「受忍jするためにも f祈り」は必要だった。それに

とどまらず、原爆を告発していくことにつながる「語りJ、記憶の発信も、戦後 1950年代からは存在
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していた。第3報告で取り上げた婦人会の著名なリーダーや文学者の語りも、その背後には、第2報

告で紹介があったような多くの女学生の戦中・戦後の体験を背景に持ちながら存在したのである。ま

た、原爆という体験は投下時とその直後だけのものではない。アンケートで、自由記述でやはり原爆

体験を記載したい、せざるをえないという思いをもたせる、蓄積や累積にこそ注目していく必要があ

るように考えていた。こうした点が伝わっていれば幸いであるが、どうだ、っただろうか。

3つの報告、それぞれに関する質疑応答や全体での質疑応答に参加しながら考えていたことは、被

爆地とそれ以外の地域での認識の差とか落差であり、また、 二番目の戦争被爆地で、最後にしなけれ

ばならない長崎と広島との認知の差である。

一つは、原爆投下の候補地の選定プロセスや理由とか投下経緯とし、ったことがらに関する「知識J

の量的な差である。あるいは学習経験の差ということかもしれない。私にとっては、県外など他地域

ではあまり知られていないといったことを再度思い知らされた。長崎で戦争と原爆をテーマにした研

究会例会であるので、“2度"目の原爆{吏用の是非などに焦点、があたるかと思っていたので、やや意外

であった。それゆえ、原爆投下にかかわっては長崎から考えてもらう必要性を改めて感じた。

今一つは、原爆体験というか、原爆の与える被害についての関心である。被爆直後の被害について

は無論だが、後年に顕著になる放射線被害の影響により関心が集まるかと思っていたためである。3.11

以後というか原発事故以後からの研究関心を耳にしていたので、戦後しばらく してからの、原爆被害

者への支援や社会的差別の問題などに関心が集まるかとも思っていたが、質疑応答では意外にすくな

かったことが印象的だった。時間もなかったこともあるが、原爆被害について、もっと積極的に伝え

ていくことが必要だと感じた。

例会の様子
(JII寄俊子撮影)

救護所メモりアル
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ひとこと感想

実このような会が長崎で行われて、大変感謝です。「地域女性史研究会Jを今回知ることができ

ました。地域での取り組みが、それぞれのよさを生かして、広がりのあるものになってして様子

を知り、今後も学ばせていただきたいと思います。ありがとうございました。 奥山 忍

*長崎にいても、地域の女性(小林ヒロ、福田須磨子)のことを知らないことが多く、詳しく知

ることができてよかった。 門 更月(ばってん・うーまんの会)

*やっぱり現地を見て、その地の歴史を知って、そのうえで世界的な視野で考えなければいけな

い。東京でノホホンと考えていてはいけないことを学びました。 野々村恵子

*途中からでしたが、戦時中の女学校のこと、福田須磨子さんたちの女性の活動、さらに最後の

討論での加害と被害のことなど大変勉強になりました。 向井恵美子

*後半一部のみ参加して、発言させていただきました。この会のことは知っていましたが、これ

まで参加したことはありませんでした。これからもこういう会が続けられるといいですねラ

国武さんの発表で、いろいろ勉強されていることがよくわかりました。これから参考にさせて

いただきます。 田代雅美

*①三者三様の女性たちはそれぞれの壮絶な経験に基づき、結局何に対して戦い、戦後の社会づ

くり、そして今も実現していない世界平和のためにどのような社会のあり方を求めていこうとし

ているのか、深く考えさせられる機会を持ち、ありがたかった。そう考えるきっかけは福田須磨

子の最初の離婚が原爆で、あった中で、経験したDV等の家父長制に根をもっ平等人権問題が基本

課題としてあったという考え。

②当事者意識を持たせるまでの(歴史)教育のあり方、我々大人の課題。

③人間理解の教育を最終目標にすべきではないかと強く思う。 鈴木千鶴子

懇親会にて
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《長崎例会を終えて》

長崎例会は、天候にも恵まれて、国武雅子さんをはじめとして長崎女性史研究会と地元の協力者の

みなさん、地元と遠方からの参加者が一堂に会してともに創り上げた例会になった。会場の時間制限

もあり、討論時間が少なかった点は残念だ、ったが、宮崎繋子さんの司会で進められた懇親会では、若

手研究者を交えた積極的な意見交換も行われ盛会だった。

今回の長崎例会実現の出発点は、 2015年4月開催の第2回例会にある。この例会ではマイノリティ

の歴史を取り上げ、「被差別部落の女性の歩み一地域の実態を通してみるjのテーマで練馬女性史を拓

く会の2本の報告と、黒川みどりさんのコメントに引きつづき全体討論に入った。その活発な討論の

終盤で、葛西ょう子さんが起ち上がり、「長崎では、隠れ切支丹・被爆者・在日朝鮮人、そして女性で

あることで幾重もの差別があるJと発言。その発言のつづきは、 f被爆者の記録のなかから、連行され

てきて被爆した中国、朝鮮人の記憶がいつのまにか消されようとしたり、『世界遺産』に明治初期の教

会群を推薦しながら、その裏にあるキリシタン迫害、それも明治になってからの政府による大迫害に

は目をつぶることが、行政の手によってなされています」と、「例会参加者の感想J(会報第4号・ P

6)にも掲載されて強烈な印象を残した。 2017年に開始された『会誌』第1号編纂では、「特集・原

発と地域の女性たちj に取り組んだが、その過程で、葛西さんの発言を踏まえた被爆地長崎での例会

を実現する方向が考えられていった。以後、第8回例会の宮城晴美さんによる沖縄の戦後女性史を踏

まえた沖縄例会 (2018/12/08)につづき、長崎での地域例会 (2019/11109)が実現されたのだ、った。

何れも、現場踏査を通して「地域の実態を通してみるJ歴史研究の大切さを実感する貴重な体験にな

ったと思う。(事務局:山村淑子)
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(お知らせ炉
会誌『地域女性史研究』 第2号原稿募集中 ーあ澗らせとお顧しト j 

会誌『地域女性史研究』第2号は2020年 10月 15日に発行予定です。

詳しくは第 11号7貰の投稿規定およE瑚嘩要項をご参照ください。 原稿をお待ちしています。

‘ -....._......-・・・ー・・・・ー'・・ a ・・・・・・・・・ー・・・ー-----_...----~---_..._-------・ー-_..- _ .‘・・...---......・・・ー・・・・・・圃'・・・・e ・・・・・・・・・・・・・ e ・・ ー・・ー・・----・・ ・・・ー ・ ・ ---

《会員情報》

【新入会員】大田由紀さん位019.11.9) 佐藤瑞枝さん(2019.11.22) 

【言ト 報}野々村憲子さんが逝去されました (2019.11. 27)。謹んでご冥福をお祈りします。

《関連学会・研究会・団体等制宵報》

{シンポジウム 地域・女性・歴史=語りー来るべき地域女性史仁向けて】国際砦督教大学ジェンダー

研究センタ}で2019年12月15日(日)開催された。基調講演:折労委耶子/事例報告:梁裕河・大

石温恵・青井のな/新子:羽生有希大学で地域女性史のシンポジウムが開催されたのは、画期的!

《委員会だより》

2019年度第3回 2019年10月1日ωく) 10: 30""'" 14 : 00 

① 「会報18号J6頁、 2別部印刷、ヤマト便1悦部発込会員数109名。

会員外樹サ先:国会図説宮2、NWEC、東京ウィメンズプラザ、日本女性学習財団、制傍枝

記念会女性と政治センター、総合女性史学会東京都ボランティア市民活動センター各1

②第2回〈長崎?例会最終打ち合わせ

役郡長担受付小野・瀬上・矢野侮諜協力委馬 会計加藤・佐藤全体司会山村

写真撮影川寄録音ま録瀬上図書コーナー瀬上 f図書コーナー報告書J作成佐藤

原稿・感想文依頼・懇親会司会宮崎

新年度(2020)委員会構成 「協力委員J設定案、 20喧0年度総会提案。候補者の検討

委員会開催回数をどうするかb 遠方の委員の場合はどう均、学生会員の年会費の軽減化はどう治、

*委員会後、引き続き 2時間程度 f会誌2号」の第1回編集会議が開かれ、検討が重ねられました。

2019年度第4回 2019年 12月3日(必 10:30"""'14:∞ 
①長崎例会「戦争と原爆と長崎の女たちj 反省

会計報告収入 19，側円(資料代31名 l広5∞円、会話頒布3冊3，600円、増減刻生史シリーズ1冊)

支出21，邸0円(開催補助費 10，∞o円、報告者3名懇親会費10，5∞円、写真代1，080円〉

2019年11月10日付『長崎新聞』に第 14回例会の記事掲載あり

② 「会報第四号J編集について検討 2020年2月18日、印刷隣送予定

③次年度委員会構成について

④第6回総会/第 15回伊j会について検討

⑤次年度第16回例会について・神菊11で開催し、資料保存についての伊l会にしてはどうか。

医薮亘会献活拘の方に噸み用紙が同封されています。ご協力をお願いしまれなお、入れ違い

で既に納入された方には、お詫びを申し上げます。

。麟後言日》
研究会が発足して丸6年。全国の会員の熱い思いが高まっているのを感じています。昨年の長崎例

会は人と歴史に出会う貴重な場となりました。長崎のみなさま、ありがとうございました。 (M)

地域女性史研究会会報ーここぶ生きここを義えるー 第19号

会員募集中!

年会費まxx>円

カンパ歓迎します!

干157却す2世田谷区祖師谷手37-22
e守陥iI 0ri imivak縄問lail.cαn
令官1aiI y叩lJte@pr∞f.∞九ne.jp 
例制Irnivzaki. reiko働eigaplalaor.jp 
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地域女性史研究会第 6回総会(書面総会)開催にあたってのご挨拶

地域女性史研究会代表折井美耶子

新型コロナウイノレス感染による緊急事態宣言は、 5月 25日に全面解除となりました。

とはいえ、コロナウイルスが終息したわけではなく、ふたたび拡大する危険があります。

当研究会では当初 5月 10日に予定しておりました総会の延期を決めて、皆さまに葉書

にて通知いたしました。しかし事態は好転することなく、委員会もネットで行わざるを得

ないことになりました。このような状況下で通常の総会を行うことは不可能と判断し、 f書

面による総会Jとすることにいたしました。

なにとぞこのような事情をご了承のうえ、総会審議事項をご検討いただきたくお願い申

し上げます。審議内容は 2ページ以降に掲載されております。

例会開催は今年度も通常通り 2回を予定しておりますが、状況如何では本年度は 1回に

なるかもしれません。会報は皆さまとの交流のため、 3回くらいの発行を保ちたいと思い

ます。会誌は年度内に発行する予定です4会費は若い年代の方が入会しやすいように、新

たに学生会員を設定しました。また遠隔地の方にも会の企画や情報の収集などに協力して

いただくために、新たに協力委員を設けました。委員は新たに 2名をお迎えいたします。

退任した委員の方は、協力委員に就任していただく予定です。

なお、返信用の葉書を同封いたしましたので、 6月初日までにご返信いただきたくお願

い申し上げます。お返事の葉書の文面をもちまして、総会決議とさせていただきます。

コレラやスペイン風邪の歴史を省みましでも、新型コロナウイルス感染も簡単には収束

しそうにもありません。どうぞ皆さま、くれぐれもご自愛の上お過ごしくださいますよう

に。収束後、皆さまと地域女性史研究に関しての会合や議論ができますことを、心から願

っております。



議案 1 201 9年度活動報告

1 例会 2回実施 ①東京例会(総会・例会)、②地域例会(長崎)

①第13回例会「方法論を学ぶJ5月12日(日)東京ウィメンズプラザ(渋谷)

講演 大門正克さん(早稲田大学特任教授 「地域女性史を深め、叙述するには J

※本例会は、当研究会が全国の研究機関に属して女性史研究に関わってきた研究者と、社

会活動として女性史研究に関わってきた市民研究者の両者によって結成されている特色を

踏まえ、改めて地域女性史研究の方法論を深化させ、研究水準を向上させることを目的と

して企画された。当日は、地域調査=今検証斗叙述段階の留意点に加え、聞き書きの留意点

も提示され、今後の研究活動に向けての共通理解と意欲を深めた(詳細「会報j第17号)。

②第14回例会(長崎) r戦争と原爆と長崎の女たちJ11月9日(土)長崎市立図書館

報告1 四僚知恵「長崎のカトリック女性による原爆の語り一純心女子学園を中心にj

報告2 山本芳江 f戦時下における女学生たちの暮らしと被爆体験j

報告3 国武雅子「女性の被爆体験と平和運動j

※本例会実現の契機は、 2015年4月の第2回例会に参加された葛西ょう子さんの発言「長崎

では、隠れキリシタン・被爆者・在日朝鮮人、そして女性であることで幾重もの差別があ

るJにあった。今回、葛西報告「滞上のカトリックの女性たちと原爆Jはご本人の入院で

実現出来なかったが、上記3報告は、長崎の女性史研究の基点が f被爆体験Jにあること

を強く印象づけた。加えて「私立・岡正治記念長崎平和資料館Jの存在は、長崎で女性史

研究に取り組む意義を再確認させるものだった(詳細「会報j 第19号)。

2 会報 4@発行

・2019/2/22・第16号 (p16)第5回総会:第13回例会のお知らせ

• 2019/ 7/30・第17号 (p12)第14回例会(長崎)のお知らせ(概要)第13回例会報告

・2019/10/1・第18号 (p6)第14回例会(長崎)のおしらせ(詳報)・:地域女性史を歩く

・2020/2/18・第四号 (p10)第6回総会:第15回例会のお知らせ:第14回長崎例会報告

※第18号掲載「地域女性史を歩く XJは千葉県八千代市(朝鮮人虐殺犠牲者慰霊碑)

※掲載地域 新宿・千住・富岡・大和郡山・長崎・小金井・八王子・函館・新潟・栃木

3 会誌 原則として隔年発行『地域女性史研究ーここに生き ここを超えるー』

第1号・ 2018/10/15・第 1刷・ .250部0

・2018/11/25・第2刷・・ 100部・・・ 2020/2/18現在(在庫 32部) 0 

4 学会・研究会交流及び情報交換

-総合女性史学会 ・オーラノレ・ヒストリー総合研究会

.日本オーラル・ヒストリー学会

・公益財団法人市川房枝記念会女性と政治センター ・公益財団法人日本女性学習財団

5 会員動向 2019年4月時の会員111名吟2020年5月時の会員106名

*新入会員4名・退会7名(生活状況の変化等) ・物故2名。

*若い世代への入会よびかけ必要斗学生会費の検討。

2 



地域女性史研究会 2019年度会計報告

( 2019年4月1白から 2020年3月31日)

収入の部 (単位:円)

科 目 予算額 決算額 備 害

前期繰越釜 544.119 544.119 

会費 300.000 357.000 3.000円X119件

例会資料代 40.000 36.500 500円X(第13回例会42名、第14回例会31名)

会話頒布代 60.000 13.200 『地域女性史研究J1.200円X61冊

冊予頒布代 2.500 1.000 『地域女性史シリーズJ500円X2冊

雑収入 55.000 14.604 力ンパ 9名 13.500丹、会誌頒布送料、利子

合計 1.002.219 1.021.023 

支出の部 (単位:円)

科 目 予算額 決算額 備 考

(5/12)総会・第13回例会:27.175円

総会・例会費用 60.000 41.675 
講師謝礼、資料コピー、会場費

(1γ9)第14回長崎例会:20，500円

開催補曲費、報告書懇親会費

第11雪 13，948円印刷、用紙、送料

会報関係費 50.000 41.889 第18号 11.260円フペル、印刷、用紙、送料

第19雪 16，681円封筒、臼刷、用紙、送料

通信費 3.000 2，521 切手、レターパック

~通費補朗 120.000 90.000 3委員委員会6回分

事務局昂費 3.000 1.528 

会議費 5.000 2.810 会計監査受通費補曲、委員会資料コピー等

雑費 5，000 3.606 記録写真代等

次期繰越愈 156，219 836.928 
郵便局総合口座 280.594円、郵便振替口座

509.100円、現金 41.234円
. 

合計 1.002.219 1.027.023 
t一 一

2019年度(2019年4月1白から2020年3月31日)の会計報告をい走します.

2020年4月1日

会計 加藤久美子

川寄俊予

2019年度の会計報告および関係書類を照合した結果、間違いないことを確認しました.

2020年 6月3臼

会計監査 五十嵐貴志子代~1

矢次素手 ⑧ 
3 



議案n 2020年度活動計画案

1 例会 年度内2回開催 ①東京例会 ②地域例会

①第15回例会:2020年5月10日(現在延期状態:4月3日付で通知)

東京ウィメンズプラザ(渋谷 2F 第1会議室 AB  

報告長島淳子さん「大都市江戸の女髪結と異性装者一女髪結 はつ を例としてj

※本例会は、前近代史に取り組みたいという会員の希望を踏まえて企画され、 2017年と

2018年の 2回実施した下記の近世史3報告(r会報J第9号・ 12号参照)に続く企画。

参照・第7回例会:青木美智子報告「幕末維新期の農村女性の村政参加j

宇佐美ミサ子報告「関喜久子の日記にみる維新・変革の位相J

参照・第10回例会:桜井由幾報告「村方文書から女性の在り方を探るJ

②第16回例会:地域例会(神奈川)予定

本企画を検討し、交渉に移る段階で、 fコロナ禍j のため委員会会場(飯田橋:東京

都ボランティアセンター)が封鎖され、詳細な検討が行われていない。第15回を含め、

今後の状況を判断し決定する。

2 会報 3回発行:20号、 21号、 22号予定

※例会情報

※例会報告要旨

※「地域女性史を歩く Jなど

3 会誌 『地域女性史研究』第2号編集:年度内発行予定

進行状況は、随時「会報j で知らせる。

4 会費 学生会費を設定する(一般会員3000円:学生会員2000円)

※学生・青年層が入会しやすい条件をつくる。

5 委員会 協力委員の設定 f規約6条の4 協力委員をおくことができるJとする。

※遠隔地でも可能な協力(地域情報・会報編集)と例会参加時の運営等。

6 学会・研究会交流及び情報交換

・総合女性史学会・オーラノレ・ヒストリー総合研究会・日本トラル・tストト学会

・公益財団法人市川房枝記念会女性と政治センター・公益財団法人日本女性学習財団

4 



地域女性史研究会 2020年度予算案

( 2020年4月1日から 2021年3月31日)

収入の部 (単位:円)

科 目 予算額 備 考

前期繰越金 836.928 

会費 324.000 一般会員 3.000円X106名 学生会員 2.000円X3名

例会資料代 20.000 第6回総会、第15回例会

会誌頒布代 60.000 f地域女性史研究~ 1.200円X50冊

冊子頒布代 2.000 f地域女性史シリーズJ500円X4冊

雑収入 55.000 力ンパを含む

合計 1.291.928 

支出の部 (単位:円)

科 目 予算額 備 考

総会・例会費用 30.000 第6回総会、第15回例会

会報関係費 50.000 第20雪・第21号・第22雪

通信費 3.000 切手、レターパック

受通費補問 50.000 2委員委員会4回分

事務用昂費 3.000 

会議費 5.000 会計監査受通貨補曲、委員会資料コピー等

雑費 5.000 記録写真代等

『会話』第2号発行費 600.000 

次期繰越金 551.928 

合 計 1.297.928 

会計より

ヲ街地域女性史研究会は、皆撮からの会費と力Yパによって運営されております. 蜜込用紙を周到させてい

ただきましたので、年会費の納入をお願いいたします. 手数料は、大変恐縮ですが、ご負担ください.

*本年度は、会話『地践女性史研究』第2雪を発行します. 温かいご支援をよろしくお願いいだします.

女経費節減のため、口座振り込みの万には領収書を発行いたしませんので、ご利用明細票を保管してくださ

いますようお願いいたします. 領収書をご希望の方let、お手数ですがj事務局までご連絡下さい.

食下記のどちらからでもお振臼込みいただけます.

ゅうちょ銀行総合口座

ゅうちょ銀行 口座接醤

記号 10130 番号 56935021 名義地域女性史研究会

口座番号 00180-6-588103 加入者名 地域女性史研究会

議案m 2020年度委員選出

委員・0折井美耶子(東京)・海保洋子(東京)・川寄俊子(東京)・瀬上ゆき(東京)・宮崎繋子(東京)

-八木節子(千葉)・山村淑子(茨城)・古植田朱美(岩手)・合恵芙久子(千葉)

協力委員・加藤久美子(新潟)・佐藤ゆかり(三重)・小野良子(東京)

・矢野操<r会誌編集担当・神奈川)

※0印代表、留任7名、"*印新任2名、協力委員4名(いずれも願不同)
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地域女性史を歩く沼

一 大 磯 中島信行・湘煙夫妻の別荘地跡を訪ねてー

政界の奥座敷

2月半ば曇天の朝、午前 8時に家を出て、私は東海道線に乗り大磯に向かった。この

日は、伊勢原市の「雨岳民権の会j による大磯散歩がある。「雨岳民権の会j というの

は、明治期の神奈川の自由民権運動を研究する会で、毎年 1""'2回会員や地域の住民を

募って民権家ゆかりの地を散歩することになっ

ていた。大磯駅午前 10時集合。 30名以上の参

加者が集まっていた。

大磯は明治中期から昭和初期にかけて、聾人

の避暑・避寒地として多くの別荘が立ち並んだ

地域である。 1907(明治 40)年頃の大磯には

150戸以上の別荘があったといわれ、 f政界の

奥座敷」と称された。

大磯には、中島湘煙(岸田俊子)の墓所を調査

するため一度来たことがある。中島信行・湘煙夫
ロ

妻の別荘地跡にも行ってみたかったが、町に不案内で市の学芸員さんに尋ねても場所

が分からなかった。今回は、民権の会の方たちが探して下さって、別荘地跡もコース

に入っている。

駅を出発し、旧東海道に沿って西へ進む。大住・淘綾(おおすみ・ゆるぎ)郡役所

跡、中島夫妻の墓碑のある大運寺、島崎藤村夫妻の墓所地福寺、新島嚢終駕の地であ

る百足屋(むかでや)旅館跡、大磯海水浴場発祥の地、 1900年創立の日本キリスト教

団大磯教会等をまわり、海岸で昼食をとることになった。顔見知りの「さがみ女性史

研究会j の方たちも来ていて、少し肌寒くはあったが海辺の風は気持ちよくワイワイ

言いながらおにぎりを頬張った。

中島信行・湘趨の別荘地跡

大磯町の発展に尽くした何人かの名士の墓所や民権家ご子孫の住居、歌碑等を巡っ

た後、今度は旧東海道を東に戻り、いよいよ山王町の中島夫妻の別荘地跡に向かう。

明治期の代表的女性誌『女学雑誌』の編集者青柳猛(青柳有美)は、 1899(明治 32)

年に湘煙を尋ねて大磯に来ている。彼が記した訪問

記の中に、湘煙自身が居住地について誇った次の一

文がある。

今この居るところは、大磯でも釜口といツて

ナ、・・・この釜口といふ名はドウもあまり俗

で面白くない、<だが>このうしろの山は

玉城山といふことで、善い名を得た・・・これ

で場所もよし、名もよし、名実共に適ふと大

悦びで居る所だ (W女学雑誌JJ500号)。

いかにも風雅を好む湘煙らしい。正確には神奈川

6 
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県中郡大磯町大磯釜口下で、伊藤博文が居住した治浪閤(そうろうかく)とは東海道

を挟んで北側の高麗山に近い場所に位置する。伊藤の妻である梅子夫人が、湘煙に書

道を習いがてらよく訪れていたという。現在は海から少し離れた閑静な住宅地になっ

ていて、岸田義一(湘煙の兄連三郎の孫)の住宅地跡もその一角にあった。「民権の会J

が事前に付近の方たちに聞き取りをしていたので。その一部をまとめてみる。

・中島家の門柱から少し入ると、小さな池があって中島池と呼ばれ近所の子どもた

ちがよくザリガニをとって遊んでいた。

-分譲地の奥の小高い所に平屋のお屋敷があり、お屋敷に通じる道は幅 3尺くらい、

芝生があり垣根はなかった。

-昭和 30年にここに来たが、その時は池はなかった。周りは畑で風が強く吹くので

2階屋は建てられなかった。湿気がつよく水がでる。

生前の屋敷は長男久万吉(くまきち)によって建て替えられ、聞き取りで得た情報は

昭和に入ってからのものである o

中島夫妻が結核を患い大磯に移り住んだのは、 1898'"1901年の短い間であった。周

囲は静かで、聞こえるのは潮騒と松を渡る風の音ばかり。湘煙は虫が嫌いで、灯りを

求めて入ってくる虫に最初のうちは逃げ回っていたという。現在もムカデが出るとの

こと。久万吉は中島の先妻の子で、中島が逝ってからは、宗教、文芸、時事を論じる

良友として湘煙をよく訪れていた。伊藤や鎌

倉円覚寺の釈宗演らも時折歓談にやってきた。

敷地は裏山の一部を含めて 7000坪 (23，135rrf) 

あったが、大磯の別荘地としては中ぐらいの

大きさだそうである。今では近代的な住宅が立

ち並び、海も松並木もここからは見えない。

裏山に登る山道で、土中に埋もれた「中島j

と刻まれた境界杭を見つけた。二人が実際にこ

こに存在していたということを実感でき、感慨

深かった。

解散

中島家の境界杭

大磯は海水浴場や別荘地としてさかえた半面、海沿いであることから古くから多く

の災害に見舞われ、大波や火災で町の大半を失うこともあった。漁師町である長者町

を歩くと、ここかしこに小さな鳥居やお稲荷さんを発見する。散歩の最後に寄った大

磯移街碑は、 1889(明治 22)年に起きた南下町の大火によって町が集団移転したこと

を伝えていた。初代大磯町長を務めた中川良知(なかがわりょうち)は、被災した町

民のために私財を投じて長者町に新しい土地を購入し、集団移転させたという。彼も

また神奈川を代表する民権家のひとりで、中島夫妻とも眠懇の間柄であった。

充実した時を過ごせたこの散歩もいよいよ終わりである。解散場所の大磯駅に 3時

到着。気がつけば 5時間も歩いたことになる。主催者の方たちに感謝し、 6、70代の多

い参加者同志、お互い最後まで歩き通せたことを喜び合ってお開きとなった。

横津清子(日本近代史研究者)
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健施(;)ひろ岡

続刊紹介

『インディオの村遭い40年くいのち〉みつめて』清水透著 岩波ブックレット 2020年

生 方 孝 子

『エノレ・チチョンの怒りーメキシコにおける近代とアイデンティティ~ (東京大学出版会、 1988

年)Wコーラを聖なる水に変えた人々ーメキシコ・インディオの証言~ (共著、現代企画室、 1984

年)W砂漠を越えたマヤの民一揺らぐコロニアル・フロンテイア~ (rオルタナティヴの歴史学J共

著、有志舎、 2013年)Wラテンアメリカ五00年一歴史のトルソー~ (岩波書鹿、 2017年)などの

著書で、異文化社会に生きる人々の語りを聞きとって大部の本をまとめてきた著者の 40年間を振

り返ってのエッセイである。

1964年、初めてラテンアメリカの土を踏み、その後研究者としてメキシコのインディオの村に

通い始め、歴史も文化も価値観も異なる異文化社会のリアルな歴史像を伝えてきた著者の私生活

での体験もふまえた本音が吐露されている。

その問、 93年、大学2年生で、モダンバレーに励んでいた娘さんが急性骨髄性白血病を発症す

る。「村のことも本のことも、一気に吹き飛んだJと著者は書いている。奇跡的に適合ドナーが見

っかり、骨髄移植の手術をするが、 95年、 2年間の闘病の末亡くなった。娘を失った後、家族の

記憶のずれに著者は気づく。「父にとっての娘の記憶は、必ずしも母にとっての娘の記憶と同じだ

とは限らない。その個々の記憶がたとえ事実と違うとしても、それは必ずしも偽りだとは限らな

いJ( r家族と記憶j 慶応義塾大学経済学部編『家族へのまなざし~ 2005年)。そして「歴史は

必ずしも史実ではなく、人々の記憶で動く Jと。

「チャムーラの村も激変の最中のはずだ。早くいかねば!Jと思いながら、村通いを再開した

のは 99年のことだった。 7年ぶりの村は激変していた。伝統を素朴に信じるロレンソ一家に対抗

する新興勢力が急浮上していた。対立する側の語りを聴くために時に危険を冒して出かけていく。

東日本大震災の聞き取りで、被災地を訪れたときには、歴史に残る数字や「史実Jだけでなく、

風景や聴こえてきた「声Jも伝えたいと思う。

2015年、自身が心筋梗塞で、臨死体験、 2017年には肺がんの手術。

2019年8月に、 82歳になったロレンソと感動的な再会を果たす。

本書の最後を著者は、 r<いのち>からすべてをj という言葉で結んでいる。

この 40年間、極貧のインディオの村と日本との往復を繰り返す中で、「豊かさJに対する疑問

を抱き続けてきた。くいのち>を置き去りにした豊かさなどあり得るのだろうかと。

開発の名で、自然の<いのち>が破壊される、大量殺裁の科学兵器の開発競争、科学者や政治

家の専門的な発言にも、くいのち>から判断すればいい、という力強い言葉で本書は結ぼれてい

る。(本書は 2019年2月4日から 3月8日に「東京新聞jに連載されたヱッセイに加筆したも

の。ブックレット形式なので読みやすい。)
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地域・女性・歴史=語りー来るべき地鳩女性史に向けてーシンポジウム報告 2019. 12. 15 

国際基督教大学ジェンダー研究センター主催

基調講演 折井美耶子(地域女性史研究会代表)

報告 大石温恵・青井のな(江東の女性史研究会)/梁裕阿(むさしの市女性史の会)

コーディネーター 羽生有希 (国際基督教大学研究員・江東の女性史研究会代表)

舎の趨旨(羽生)地域女性史は 1980年代から 90年代にかけて日本各地で活発に展開された学問であり、

社会的実践である。しかし 2∞0年代以降はかつてほどの盛り上がりを見せていない。ジェンダー化され

た生活者の視点から既存の歴史を書き換えるという女性史の営みは f女性活躍jや f地域創生j といっ

た言葉が喧伝される現在、改めて地道に取り組まれるべきものだろう。これからの地域女性史を考える

きっかけを作りたい。

基間前演(折井)歴史の成り立ちはそもそも国家の成立によって、権力を持ったものが、その正当性を

書き残すものから始まった。それがいわゆる「正史」であり、そこから女性は除外されていた。その流

れは近代まで続く。意図的に女性史という言葉を使ったのは高群逸枝であった。主著に『母系制の研究』

(1938 年)がある。井上清の『日本女性史~ (1948年)は全国のサークルで読まれた。村上信彦は f井

上女性史は抑圧から解放へのみで、多数の普通の女性の生き方が含まれていなしリと批判。さらに伊藤

康子、米田佐代子、大木基子、古庄ゆき子たちが「生活史か、解放史かではなく、生活の状態も解放運

動も含んだ女性史をJといわゆる女性史論争が行われた。

国際婦人年(1975年)以降、各地で地域女性史の編纂が相次いだ。自治体の支援策によるところもあ

るが、独自に地域で女性史研究を進めてきたグループの存在は大きい。 1977年に名古屋で愛知女性史研

究会の主催により、第 I回の全国女性史のつどいが開催(参加者 159人)され、以後北海道、神奈川、

愛媛、沖縄、山形、神奈川(首都圏)、岐阜、新潟、奈良、東京、岩手と受け継がれてきた。しかし2010

年調査では全国に 120の研究グループがあったが、現在では、半数以下になっている。高齢化が進んで

いる。地域女性史研究会が 2014年に発足し、 「ここに生き、ここを超える」を目標に各地の女性史研究

会の交流を深めている。

これからの地域女性史に向けて、いのちと暮らしを語り、記録する地域女性史の実践を通して、自分

の生き方を考えるきっかけとし、 「祖母・母の歴史j から何が見えてくるか、新しい歴史像の構築を若

い世代に期待する。

報告(大石・青井)江東の女性史研究会が 1999年に発刊した『江東に生きた女性たち一水彩のまちの

近代』と活動について報告。 w江東に生きた女性たち』は、近代産業発展の地、紡績工場と女工。公娼

制度と洲崎遊郭について聞き書きをして、まとめたもの。

さらに洲崎遊郭の誕生から終駕にいたるまで報告。戦後は洲崎パラダイスといわれる「特殊飲食庖」、

実質的な集娼施設、いわゆる f赤線Jとして 108軒、女給505人(1952年調査)が営業許可を得ていた。

1958年の売春防止法施行まで続いた。この女性史発刊後、第2版の増刷を要望したが、実現できなかっ

た。 r洲崎遊郭jが原因ではないかと推測される。

報告(梁)中島飛行機武蔵製作所にいた朝鮮人労働者と女性たちについて報告。三菱重工と並ぶ戦時最

大の飛行機製造工場が武蔵野市を含む広大な敷地にあり、今日の会場の大学もその敷地の一角にある。

戦争が拡大し、戦闘機の需要が増大するのに伴って、朝鮮人労働者が増えていった。敗戦を知って、経

営者が書類の焼却を命じたため、詳しいことはわかっていない。しかし、元工員に聞き取りをして、暮

らしの様子を聞くことができた。 1940年の国勢調査によれば、在日女性は大部分が無職となっているが、

様々な仕事を行っていたことがうかがえる。紡績工、農業、接客業、古物商、家事業、炭焼きなどのほ

かにマツコリ(どぶろく)作り、アメ作りなどもあった。

三鷹駅北口にあった八丁特殊飲食衝は、総動員法下での「産業慰安所政策Jからできたもので、中島

飛行機の従業員向けの慰安対策でもあった。公的文書は残っていないが、様々な証言がある。在日の人々

にとって解放後、祖国の分断や冷戦による「逆コースJ、朝鮮戦争によるさらなる貧困と苦痛の試練の

日々は続いた。* 地域女性史のこれまでの歩みと実践について学生たちと共有する得難い場であっ

たと思う。今後に続くこと を期待したい。(宮崎禦子)
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(お知らせト
会笛『地域女性史研究』 第2号 鋭意編集中 i 

' 会誌『地域女性史研究』第2号は2020年 11月 15日に発行予定です。

《司E弱胸便り》

第6回総会・第15回例会延期にいたる経締
2020年5月に予定した新年度「総会・例会jの会場確保のため 1月、東京ウィメンズプラザの会

議室借用申請をネットで申し込みました。抽選発表は2月1日。運良く第1希望の内容で確保でき、

f今年はついているJと思ったのですが、その頃から新型コロナウイルスの感染拡大が進んで大問

題となりました。

2月の第5回委員会以降は、委員会会場として利用している施設(東京ボランティア・市民活動セ

ンター)も漸次封鎖されていきました。そこで、 3月末以降は、インターネットを用いての委員会

に切り替え、時間をかけて相互に意見を交換し合いました。 r総会・例会Jの開催の可否を検討し

た結果、延期と決定しました。

4月3日付で会員の皆さまに「総会延期jのハガキをご送付いたしました。

4月以降の委員会では、緊急事態宣言を受け止め、一堂に会しての総会開催は不可能と判断し、

書面で総会を行うことを決定いたしました。

書面総会への協力のお願い
書面による総会を「書面総会Jと名付け、「会報第20号Jに掲載し、皆さまにお届けいたします。

議事についての諾否は、同封の返信用ハガキにご記入の上、返送していただきたいと思います。ご

協力をよろしくお願いいたします。返信用ハガキは6月30日までにご返送くださるよう、お願いい

たします。ご返送がないものについては、議案をご承認いただいたものとみなさせていただきます

ことを、ご了承ください。

また、会員の皆さまの近況を記していただく「ひとこと柵Jを設けましたもそれぞれの地域で皆

さまに今回のコロナ禍で起こった f変化や動きj について感じられたさまざまなことを記していた

だき、歴史のーコマとして f会報Jに掲載させていただければと思います。その記録を会員簡で共

有し、今後の研究に役立てていく契機になればと期待しています。(事務局 山村淑子)

《編集後記》

新型コロナウイルスの世界的蔓延という脅威の前に、今年が戦後75年にあたることなど様々

なことが遠景に退きました。歴史的大災害の陣頭指揮にあたって目覚ましい成果を上げている

ドイツ、台湾、ニユ}ジーランド等々の女性指導者たちの存在に励まされます。 100年前のス

ペイン風邪流行の災厄時には考えられないことでした。歴史の大転換の時を生きる今、時代の

波に翻弄されながらも、この時代に生きる意味を考え続けて行きたいと思います。 (M)
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地域女性史研究会 第 6回総会(書面総会)を終えて

地域女性史研究会代表 折井美耶子

近来にない酷暑と豪雨の夏でしたが、ようやく秋が来ました。しかし新型コロナウイル

スの感染拡大は、一向に収まりそうにもありません。「三密Jを避けて「自粛Jの日々を、

皆さまはいかがお過ごしでしょうか。

アベ政治の継承を調い文句に就任した菅首相による日本学術会議への人事介入は、学問

の自由と思想信条の自由を脅かすものではないでしょうか。地域女性史を研究する私たち

にとっても、他人事ではないと憂臆しています。

f会報 20号j でお知らせしましたように、新型コロナによる緊急事態宣言のため、第 6

回総会は f書面総会j といたしました。さいわい会員の皆さまのご理解とご協力によって

総会は成立し、新委員 2名を含む 9委員と、新たに設置された協力委員 4名で、今年度の

活動はスタートいたしました。

しかし現実的には、例会の開催は困難で当面あきらめざるを得ない状況です。急速に状

況が変化し新型コロナが収束しない限り、今年度の活動は f会報Jと「会誌Jの発行のみ

になりますことをご理解いただきたくお願い申し上げます。

隔年刊である f会誌Jは 2020年度が発行年となっており、早めに原稿をお寄せいただい

た方もありましたが、新型コロナのため編集委員会がなかなか開催できず、ようやく 8月

に入り f三密を避けてJ開催することができるようになりました。当初予定になかった「新

型コロナの問題j を各地の皆さまに書いていただきました。本年中には皆さまにお届する

ことができると思います。

地域女性史研究は各地に少数の先駆者がおりましたが、国際婦人年(女性年)による自

治体の女性史編纂が一つのきっかけになって、多数の女性たちが研究に参加するようにな

りました。その顕著なあらわれの例が、 1977年から始まった「女性史のつどいJだ、ったの

ではないでしょうか。しかし 21世紀に入るころから「女性問題は終わったJと喧伝され、

自治体による女性史編纂などは影を潜めました。現在、各地で地域女性史の研究者たちの

f高齢化Jが問題になっています。地域女性史研究のさらなる発展のために、各地で若い

方たちを地域女性史研究の担い手として迎えていただきたいと願っています。



地域女性史研究会第6回総会(書面総会)の結果報告

2020年度総会は、 5月 10日に会場を確保し総会資料も整えておりました。ところが 3月以降

のコロナ禍による感染拡大で、急議、「会報J第20号を用いた「書面総会jに切り替えました。

返信用葉書を同封し、みなさまのご意見を記していただくこととし、 6月9日に発送。返信薬

害の締め切り日を6月30日と設定して審議をお願いしました。

6月30日迄に 48名の回答が届き、委員 10名と併せ 58人 (55.8%)の了承を得ることがで

きました (7月に8通、 8月........9月5日に 3通、 9月23日に 1通。退会申し出が 1名。現会員数

は103名)。その結果、無事、総会は成立しました。

コロナ禍により大きな生活の変化があったにもかかわらず、資料に限を通し審議に参加して

いただき、ご協力いただいた会員のみなさまにお礼申し上げ、以下に結果を記します。

1. 2020年度 f例会j について

予定されておりました「近世史例会j と f地域例会(神奈川例会)Jは、新型コロナウ

イルス感染が全国的に拡大する状況下にあって各地からの参加は無理と判断。来年度に延期

することとしました。オンラインによる例会開催については今後の課題ではありますが、会

員同士の対面交流に基づく「例会j を大切にしたいと考えています。

2. r会報Jについて

今年度は原員，IJとして 3回 (6/9付第20号、 10/13付第21号、第22号)発行。

3.会誌『地域女性史研究』第2号発行について

コロナ禍で編集作業が遅れましたが、 2020年内に発行予定です。

※論考・研究ノートの投稿は会員の権利です。積極的な投稿をお待ちしています。次回第

3号の原稿締め切りは2022年3月末です。審査の上で掲載の可否をお知らせします(詳細

は f会誌j掲載の f投稿規定J)。

4. r学生会費j について

一般会員 3000円。学生会員は2000円となりました。

※会費未納の場合は、 f会報j、「会誌J発送時に振込用紙を同封しております。

※カンパは常時受け付けております。これまでのご協力に深く感謝申し上げます。

5.委員会構成について

書面総会で承認された 2020年度委員の9人と 4人の協力委員が了承されました。

協力委員については f規約6条の4 協力委員をおくことができるJと追加。

(各委員及び協力委員の名前については、総会資料をご参照ください)。

(事務局担当山村淑子)
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コロナ禍の今

書面による総会で、返信葉書に「コロナ禍

の日々 Jの中で感じることなど、自由に書

いていただきました。

そのまま、順不同で掲載しました。

女過去には、国民服という呼びかけで男女共に強制された戦時下の衣料。コロナ禍での政府の方

針に従っている指標としてのマスクではないでしょうか。子どもたちにはマスク外してもいいよ

と言っていますから(真っ先に学校閉鎖するほど危険な対象だったはずなのに)大人もよほど密

でなければ外した方がいいですよね。熱中症の方が怖い。これで作ったらウイルスがとび出すな

と思いつつ自作したマスク。ネットでウイルスは防げませんと書かれた夏用マスク。いったいど

うしづ意味があってマスクをするのだろうと大きな疑問です。(山田 裕美)

女毎日の都内の感染動向が非常に気になって生活しています。これからはどう共存していくかを

考えて、感染症対策をしながら過ごしていくことになります。地域によって考え方、行動の違い

が大きいと思われます。会で会員の報告をまとめられることは大変興味深いです。(戸)11トモ子)

*都知事選を目前にして、(女)現知事をどのように評価すべき? Ii女帝小池百合子Jを考

える…υ。 (棲井一江)

女企画した事業を中止にしたり、運営している児童館は、子どもたちの居場所なのに閉館しなけ

ればならなく辛いこともありました。少しずつ動き出していますが、まだまだ、コロナウイルス

と人聞が普通に共存できるようになるまで、気長に待つしかないと，思っています。それまでに羅

患しないように気をつけながら。今年もよろしくお願いいたします。皆さまもくれぐれもお身体

に気をつけてください。(堀井広子)

実旅行好きの私。一年間の予約をすべてキャンセルして自粛中です。 4、5月、ほとんど外出せず

に過ごしました。家族も友人・知人にも感染した人はなく、今のところ安泰です。委員の皆さま

の活動に感謝(曾本希世子)

*今回のコロナの感染拡大で、皆さま大変な思いでお過ごしかと存じます。各研究会も中止や延

期となり、準備も難しい状況です。終息を願い、みなさまが穏やかにすごされますよう案じてお

り ます。 (水島美穂)

女委員会の開催もままならぬ中、会報第 20号をありがとうございました。神奈川での例会が行

われることを願いつつ、ウイルスとの共存が日常に……。「生きているj ことに感謝です。

(矢次素子)

*この2ヵ月、今までに経験したこともない空白・空虚な期間でした。(枝松栄)

*総会で上京するのを楽しみにしていましたが、残念です。 r3密のさいたるものは合唱ですj

とは、私の合唱指導者の弁。歌って話して飲んで食べる。地域女性史のみなさんとお会いできる

日を 楽しみに待っ て い ま す 。 ( 近 藤 尚代)
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*会報ありがとうございます。 (横滞清子)

*r月刊社会教育jNo. 769(2020. 6) に f民主主義をつむぐ一新潟女性史クラプのあゆみから

みるーJ(f谷本純子J)が掲載されました。会は、 3月からメール例会の形式をとりながら、会誌

12号発行 に む け て 取 りくんでいます。(谷本純子)

*会報20号の折井先生のご講演の記録によると、 2010年全国に 120の研究グ、ループが現在は半

数以下になっているとあり、おどろきました。そして成程とも。私たちは全国の歩みにおくれな

がら一応、通史を編集し、 3冊の聞き書き集を発行したものの、その後の活動にはっきりした目

標が見出せず、毎年、会の存続が話題になっています。これからの地域女性史研究の具体的な活

動について教えていただけたらと願っています。

生まれも育ちも戦時中だ、った私は、あの頃と比べたら、まだましだ、空の上から爆弾は落ちて

こないし、食べ物はスーパーにあふれでいる、家でじっとしていればいいのだから、と思った。

これを機会に、世界中がコロナという共通の敵に対して結束し、争いをやめて、平和な地球にな

る こ とができたらと願っている。(報討す 貞子)

*W地域女性史研究会会報第 20号Jご送付ありがとうございます。新型コロナウイルス禍の

最も多い東京でがんばって下さっている皆さまに敬意を表します。どうぞお気をつけて!と、エ

ールを送ります。そろそろ日常に戻りつつある函館では、女性史例会も 6月まで中止、 7月から

予定どおりにしようとメール連絡しております。お互いに油断しないで再会を(酒井嘉子)

*東京ーとくに都心AREAーは大変ですね。栃木県は北関東でも一番コロナ陽性者が少ないのです

が、私のまわりの人はとても注意して生活しています。都心に人の流れが戻りつつある TVニュ

ースを心配しつつ。(私は)いつも以上に元気です。体調が悪いと出社停止になるので(万一の

ことを考え早めに対処すべしとのことで)し、つも以上に気をつけ、病院にいかないようつとめて

い ます。(森口以久子)

*これまでと同じには戻れない。新しい生活。その中に市民活動は成立するのでしょうか?r考
えても始まらないJと思いつつ、悩んでしまいます。市民活動がどう変わらざるを得ないのか、

今のところ私には理解できていません。小金井でも予定が立たなくて因っています。

(熊谷啓子)

貴コロナ後は、新しい社会生活の活動のあり方を考えないといけないのではないでしょうか。所

属しております史の会で、研究誌の 6号を発刊できるところまできました。テレワークと Z(測

でしたが! ほっとしております。(中積治子)

*6月15日が終わりましたら、アンケートの案文を作って送りますので、よろしくお願いいたし

ま す。(湖IJ 昭子)

*日頃の運営や例会に積極的に参画できず、 f会報Jに学ばせていただくだけの会員で、御許し

下さい。現在、仲間とともに(フォーラム 労働・社会政策・ジェンダー)、『働くこととフェミ

ニズムー竹中恵美子に学ぶ~ (竹中恵美子卒寿記念)を編纂中です。本年秋にドメス出版から出

版の予定です。歴史を刻み拓く書になることを信じつつ。
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コロナを口実に、市民が集まって意思表示をすることが「上jから「自粛J強制される事態に

危機感を抱く。多くの先達が生命を賭けて獲得してきた「表現の自由jがこんなにも簡単に侵さ

れる経験に、若い世代が違和感や抵抗感を共有できるようにする方途を真剣に考えたい。

(伍賀借子)

*コロナ禍の状況の中、多くの非正規麓用の女性が解雇され、経済的に困窮していることが、と

ても心 配で す。(西原三枝子)

*千葉県八千代市でも少しずつ日常が戻ってきて、 3人の孫は分散登校、一番下の新一年生もよ

うやく入学式ができ、小4の姉と女子2人で登校。中2の兄も友人と登筑その両親も 2ヶ月ぶ

りに仕事へ。公共施設も再開しましたが、図書館でのお話会行事など、まだまだのよう(私はお

話ボランティアなので出番はなかなかです)。

このような時節なので、これまで機会のなかった医療や医学、保健衛生に携わった女性の方々

やその取り組みを学べたらと思いました。(憲芙久子)

*1910年代、「時代と格闘した平塚らいてうj を書いています。新婦人協会に行くまでです。

慶応、翻訳本を手伝い、これから校正、 8月出版予定です。在宅テレワークとなった息子の声が

大きく聞こえる。お母さんとは話さないけど、会社の人とは元気よく話すのね。(石崎昇子)

*コロナ禍という思わぬ事態の中で、総会のご準備はご苦労が多いこととお察しします。一日も

早く平穏な日々が戻ることを祈っています。委員会、会員の皆様のご健康をお祈り申し上げます。

(磯谷真理子)

*小山女性史研究会は、今春記録集をまとめる予定でしたが、コロナ禍により大幅に遅れてしま

いました。 6月になりやっと再開できたところですが、自粛中おちついて見直すことができて、

その点だけはよかったかもしれません(たくさんの方が亡くなっており、心が痛みます)。夏が

終わる頃をめどに進めていけたらと思っています。

感染者や医療従事者に対する偏見や翻日的な対応などが、問題になっています。病に対する不

安が人の心を狂わせてしまうのでしょうか。正しい情報を得て正しく恐れることのむずかしさを

感じています。早く終息することを願っております。(毒島恵子)

*書面開催をありがとうございます。オンライン授業で大変ですが、例会参加の時間は作りたい

と思 い ま すが、なかなかうまくいかず…・・・。(京楽真帆子)

女暑くなって、マスクが熱中症の原因になりそうで、ますます外へ出かけにくくなっています。

政府の対応のふてぎわに腹の立つことばかりです。“小人閑居して不善をなす"とはいいません

が、早くみなさまとお会いしたいです。アスリートでなくとも、一年は一年で、ストレッチ程度

で は心身衰えはし、 な め ま せ ん 。 ( 生 方 孝 子 )

*感染症を巡る歴史をふり返り、あらためて教訓に学んでいます。 (佐藤瑞枝)

*お世話になります。元気にくらしています。大分女性史研究会の古庄ゆき子さんが、 5月に91

歳の誕生日を迎えられました。現在は病院と高齢者施設を行き来しています。その 91歳を目前

にして書き上げられたのが『評伝川島つゆ』下巻(ドメス出版)です。やや学術的であった同
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評伝上巻と比べ、下巻はとてもよみやすく、さらに興味深い内容となっています。ぜひ会報の「本

の紹介Jで上・下巻ともとりあげてほしいと思います。両方ともドメス出版発行です。

(佐藤智美)

*愛知女性史研究会では、現代の人名事典を完成させるための最終版に入っています。コロナで、

今年の出版は無理になるかも知れません。東京の皆様、お大事にしてください。 10万円が届いた

ら、少しはカンパができると思います。(河辺淑子)

*昨年9月に腰の恥骨骨折、今年1月に徐脈・不整脈で一ヶ月入院。ベースメーカーを植え込ん

でもらって、なんとか脈は整いましたが、リハビリ中です。「コロナ禍jは各地の研究会・社会

活動を分断しており、まことに残念なことです。その中で御会は、インターネットや書面での総

会や会報での情報通知を着実にやって下さり有難く思っています。(西村汎子)

*委員の皆様、書面総会の準備、大変だったと思います。ありがとうございました。コロナウイ

ルスの世界的な広がりの中で、指導者の力の差が明らかになってきました。私たちはなんと底の

浅い言葉を聞かされ続けているのでしょう。私は介護施設でボランティアをしていますが、ボラ

ンティアの受け入れを中止していますので、家でポーとしていますが、職員の方々は大変なオー

ノ〈ーワークになっています。早く日常に戻ってほしいと願っています。(織田 宏子)

*6月 1日から非常勤の大学(愛知県)では、対面授業を開始しました。教室で学生の顔を見な

がら話すことの重要さを感じています。その一方、インターネットで繋がることを大事にしてい

く必要もあるということも、今回知りました。これからは対面して話しあうことと、インターネ

ットを通して場所にとらわれずに意見を出し合う・言いあうという手段も手に入れたのですから、

活動の場は広がると思います。昨年、長崎に行くことができてよかったです。今年は無理のない

範 囲 での活動でよいと考えます。(石月 静恵)

*この状況で聞き取りなどの活動は滞っていますが、調べ物をしたり、テープ原稿を整理する作

業はしています。保育者養成をしていますので、保育現場で預ける側と預る側の、女性の間での

分断が起こっていて、余りメディアで報道もされていないことを心配しています。皆様くれぐれ

もご自愛下さい。スウェーデンのやり方を見ていると、死生観も問われているかと思います。「自

粛J生活の中で、自分の来し方を振り返ったり、新しいメール友達ができたりして、よいことも

ありました。(池田政子)

女千代田区女性史サークルでは、 4、5、6月の定例会を書面にて開催しました。メンバーが少数

なのでそれなりにできましたが、集まって検討したい議題もあり、そろそろ限度かと思います。

コロナ禍、始まりのころは医療体制も不安で、緊張して怖い夢をよく見ました。災害時用の備品

も心もとなく、何かあった時の対応をきちんとしていなかったことを反省しました。政府の対応

は問題がいっぱし、で、現在も不安です。

新聞などでスペイン風邪など過去の疫病についての特集などがあり、それなりに乗り越えてき

ての今があることを知りました。今のコロナ禍のことを記録しておくことの大切さを思っていま

す。都道府県別に感染者数が出ている現在、地域によってさまざまな感覚で受け止めていること

を感じます。地域による違いをアンケート形式で確認してみるのもーっかと思いました。お手数

ですから、会報はメール添付もありかと思います。(田口香代子)
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*集まることがむずかしいなかで、どのように学習・研究を続けていくかを模索している。収束

したら、前のように戻るということではなく、変えていく事が求められると考えている。地域女

性史研究会も、会員は各地にあり、文高齢化の中で研究会のあり方を考え直すことが必要ではな

いかと思う。

制子錯誤で研究論文にとりくんでいるが、研究の方法、資料の見方と整理方法等、様々な課題

が見えてきています。論文のまとめ方についても、当研究会で取り上げていただけないでしょう

か。今回つくづく感じています。みな様のご健康を祈念しております。(倉元 正子)

*コロナに関しては、東京の状況のみが多く報道されているようですが、それ以外の地域に住む

方々とも行き来できず、静かに stayhomeしています。一日も早くコロナが終息することを祈っ

ています。そして普通に過ごせる日が早く戻ってほしいものです。(山本芳江)

*会報ありがとうございます。返信、遅くなり申しわけございません。コロナでデイサービスも

不定期で、在宅つづきで、朝から晩まで振り回され続けています。お声をかけてくださった「東

西南北Jも、思考停止状態でまとまらずおゆるし下さい。

コロナ収束後は、AI中心に生活が一変すると云われ、すでに教育の現揚では、インターネット・

オンライン授業が導入されつつありますが、友人や教師に触れ会う機会が少なくなり、無機質な

教育になってしまうのでは……。古い人間なんでしょうか。(山辺恵巴子)

女DVDr写真でたどる小金井の女性たちj とコロナ禍。「祖母や母たちの歩みを小中高生たちに見

せてほしいj と2012年初上映から寄せられた参加者の声に応え、市社会福祉協議会さくらフア

ンドを得て、 2019年度市内 21校にDVD贈呈事業はスタートした。

各学校図書室で児童生徒が自にとめ手に取ってもらえるために、 DVDトールケースの表紙デザ

イン、ケースに挿入する付録学習参考資料作成、シナリオを、こがねい女性ネットワークのプロ

グ上で読むQRコードをケース表紙に掲載など、智恵を集めて準備した。

2020年2月27日、首相は学校休業要請を突然発表した。この現況下にDVDの図書室配架事務

すら学校現場の負担なので、こがねい女性ネットワークは贈呈の延期を決定した。子どもたちに

元気な平常の学校生活が戻ったら、実行する。上旬「コロナのため台湾からのDVD増刷入荷日は

未定Jと業者から一報が入った。台湾に DVD増刷を発注とは初耳であり、コロナ禍で問題化した

サプライチェーンの一端を知った。その DVDは、『聞き書き集小金井の女性たち 時代をつな

ぐ 時代を歩む』と市文化センター提供の写真などをもとに小金井女性史を作る会が編纂、地域

グループこ が ね い 女 性 ネ ッ トワークが発行した。(武田 陽子)

女リハビリとオンライン授業、他に苦労している現職教員へのメールによる応援等で忙しい日々

で す。 (林恒子)

*お元気でお過ごしでしょうか。遅くなってすみません。授業の準備に追われています。

(国武雅子)

*おそくなり申しわけありません。体調悪く医者寸子ったりしているうちに、うっかりしてしま

いました。今静岡では、リニアの問題で、有名になりました。コロナの故で、オンラインなどで、

会議も出演も可能になり、リニアなど必要なくなった感じです。 88歳を過ぎ、動きがとれなくな

り、口だけは元気という状態です。参加もむずかしくなりました。いつもお便り頂き嬉しく存じ
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ます。お元気で。

3か月間、どこにもいかず、食料を賀う時だけの外出でした。女性史をはじめ全ての例会、集

まりも中止となり、予定を書く事もなくなりました。静岡は、 3・1ビキニデーも平和行進もなく、

い つの 間にか日が過ぎた と い う 感 じ で す 。 ( 勝 文 千 代 子 )

*今日 7月6日、大雨土砂崩れで住宅の破損、住民の死亡を報じています。胸が痛みます。

(井上美穂子)

*返信が遅くなってすみませんでした。アフター・コロナ、格差社会のより国定化、拡がりを懸

念しています。(小田倉正子)

*脳梗塞のため活動休止。気休めにデイサービス(運動機能のみ)へ通っています。しかし、会

報その他 は 、 読 ん で い ま すので。残念なことです。(井上 トシ)

*昨年 10月 12日台風 19号で、床上65cm、水の怖さを知った。一階に置いであったすべての

書類書籍がなくなってしまった。消毒だけは徹底的にやってもらったので、コロナの恐怖が少し

止んだが、マスク、手洗い、外出禁止など続行中。一日も早い終息がまたれます。新型コロナウ

イルスが世界中に広がった。そしてすべての活動が止まってしまった。東京に行くのが怖いです。

(村上晴子)

*遅くなり申し訳ありません。ご無沙汰しています。お変わりありませんか。 5月末より岩出の

母が骨粗しょう症により圧迫骨折となり、日々介護にあけくれています。段々と悪化しているた

め、コロナの中通院しています。孫たちと母にふりまわされています。体調に気をつけてのりき

りたいと思っています。仲々コロナが終息しないので不安があります。手あらい、うがいを気を

つけて行っています。まだまだ東京の皆様方よりもストレスがかからないような気がします。長

雨の為、草とりが大変です。今はプル}ベリーのつみとりをしています。暑くなってきました。

どうぞご自愛ください。(大島芳江)

*長期の (4月より)入院で、今後も活動が不可能になりました。よって当会を退会いたします。

(作田孝子)

*三密に拘束されることなく人と人とが係われる日常が待たれます。折井様のご活躍を祈ります。

年会費の振り込みを忘れて昨日 (8.26)やっといたしました。失ネしいたしました。私は厚木の

さがみ女性史研究会「さねさしJの会員として 20年間学ばせていただいております。当会もや

っと 4冊目の r20周年記念 あつぎの女性ー愛甲郡女子青年間のあゆみと聞き書き-~出版の目

処がつきました。 20年間お付き合いいただいた江刺昭子氏には感謝です。(亀井喜美子)

*目黒地域女性史研究会は、現会員4名の内3人は、常時顔を合わせてはし、ます。女性史関連作

業は休眠状態ですが、目黒区の女性問題には積極的に係わっております。(五十嵐貴志子)

*私の日常は殆ど変わりがなかったのですが、図書館が閉まっていたことは、唯一の不満でした。 大

変遅くなり、申し訳ありません。書類の整理をしていたらハガキがみつかり、とうに締め切りが過ぎ

ていましたが、投函いたします。『新婦人しんぶん』の「女性史散策」読みました。次が楽しみです。

(青井のな)
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《続刊紹介》

r西東京市の女性の聞き書き集・年表 明日へ。地域を支える女たち』

西東京市女性史研究会著 2020年7月刊

瀬上ゆき

これまで『西東京市の女性の聞き書き集・年表 女の幹と底力~ (2013年)、『西東京市の女性の

聞き書き集・年表 地域を彩りはぐくむ女たち~ (2016年)を出版してきた西東京市女性史研究会

の3冊目の聞き書き集である。 5名という少ないメンバーで7年間に 3冊目の出版というそのパワ

ーに敬意を表したい。 9名の話者(外に 2名の同時インタビュー)中 5名が戦後生まれで、戦後の

地域活動の歩みが中心である。東京都西東京市(旧田無市と保谷市が 2001年合併)という大都市

近郊ベッドタウンでの福祉、介護、労働、教育・保育、女性施策などが語られている。

話者ごとに写真のページもあり、見やすく・読みやすい。第二章で「保谷市・田無市→西東京市

の男女平等『情報誌』と『フォーラム・まつりJから時代を読む」、「第三章年表j と西東京市の

男女平等のあゆみがよくわかる。

ただ、巻頭の西東京市概略地図をもっと大きく、市の概況も詳しくした方が、西東京市を初めて

知る読者にもわかりやすいのではと思った。

『史の会研究能~振り返りつつ、今をよむ-J第6号史の会編 2020年 7月刊

恵 英 久 子

1988年に発足した神奈川の女性史を研究している f史の会Jが刊行した研究誌第6号である。

本号は人物特集で、現在も活躍されている方、亡くなられた方も含めて「人Jに会いに行った記

録で、開き書きと評伝という形でまとめている。

聞き書きは4題。小野静枝は自身の空襲体験を原点に「横浜の空襲を記録する会Jの活動と出

会い『横浜の空襲と戦災』の編集に携わる。そして数々の戦災記録活動後は、東京や鎌倉の小学

校の平和講演で次世代へ戦争の記憶を伝える活動を続ける。室谷千英は神奈川県初の女性副知事

として女性施策の最先端を担ってきた。大学で児童福祉を学び県福祉事務所の生活保護ケースワ

ーカーとなる。 1975(1昭和5ω年の国際婦人年を契機に翌年知事室県民課に女性関係、行政の窓口が

でき、その後県民部県民総務室に市民の要望もあり婦人班ができ異動。横断的に女性問題を先取

りした県立婦人総合センター建設をするが逆風にも会う。地道に女性問題等に取り組んだ室谷は

女性はもっと政策決定の場に出て行く必要があると訴える。嶋田昌子は子育ての必要から家庭文

庫活動やPrA活動、地域活動と積極的に取り組む。「国連婦人の十年jの最終年には fシンポジ

ュウムjを開催。さらに横浜で学んだことを市民に返すことを目指して「横浜シティーガイド協

会J等をたちあげ、持続可能な事業にしていくことが重要と説く。岡江照子は台湾で生まれ終戦

後帰国し大学卒業後神奈川県庁の職員となり、図書館司書資格取得後は県の女性行政に関わりた

いと願い出て、婦人総合センタ}建設準備室から勤務。生涯学習講座等に取り組む。聞き書きは

上段に写真や注釈説明があり、明確で読み易い編集となっている。

評論は6鼠横浜の西川楽器庖主と結婚し社交界で注目された西川千代。座間の女子青年会を

牽引した高松ミキ。かながわ女性センター初代館長を務めた金森トシエ。女性能楽師として初め

て重要無形文化財に指定された富山穂子。藤沢市議会議員を経て高齢者グループホームを立ち上

げた西線節子。インターナショナルな一族に産まれ香港で暮らす牧野翻。

6人とも違う立場だが困難を乗り越え情熱的に目的を叶えることに感動する。これらの会や活

動、事業の歴史をその時代背景とともに振り返っている。また書き手が「史の会研究誌J第 1号

""5号で取り..bげた表題を踏まえてさらに追及していることに敬意を表する。 6題への興味は尽

きないが、金森トシエさんの評論から「史の会Jの由来が分かり出会いの大切さを実感した。ま

た女性能楽師の歴史と現況に初めて触れ感慨深いものがあった。皆さまには是非手に取って頂き

たい1冊である。
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(お知らせ)

《会員情報》

{言|報]Ij嚇五十鈴さんが逝去されました。 (2ω0.4.12) 謹んでご冥福をお祈りします。

《要員会だより》
2側年度第1問 筑間年7月7日伏)--10日(鉛在宅でのオンライン委員会

①委員会役骨上分担。ω年7月1日より実船

代表折井美耶子・事務局長山村淑子

会計川寄俊子憲芙久子 ・名簿海保洋子・府務瀬上ゆき

「会報j 編集長宮崎繋乎・編集植田朱美川寄俊子人材担子

「会誌J編集長折井美耶子・編集海保・}'I寄・瀬上・宮崎・山村

編集協力委員矢野操

協力委員 4、都良子加藤久美子佐藤ゆかり

② 「書面総会J結果報告・会員数106入、承諾返信52通+委員9人=61入、過半数で承認b

③第15回例会(近世史・報告者長島淳子さん)コロサ禍で延期決定、来年度実施と決怠

④第16回伊j会(神鋼|槻陰)…委員会決定後科痢11と調魁

⑤ 「会報21号J発行について検討。

⑥ 研究会会誌『地掃汝性史研究会』編纂作業について検討h

⑦ 会計報告別寄) : r会誌J在庫保管報告 f会誌J在庫32冊瀬上14冊・)11寄 18冊)。

2020年度第2回 2側年9月1日 ω--10日同省諸でのオンライン委員会

①第1図委員会の結果に沿って f会報第21号j新子の内容について検討。

②本年度伊陰を20直1年度に延期すること全員一致で了承。伊捨報告者長島さんへの連絡(代表)。

地域例会榊劇的への連絡 C事務尉宣当)。

③会員名簿配布の件 これまで通り、必要な場合は事務局に連絡L名簿担当者から知らせる。

④会費納入状祝と f会誌J在庫の件 「会誌・倉l刑号」在庫… 31冊。11寄17冊、瀬上14冊)。

⑤会誌『増減女性史研究』第2号編集作業状況報告。現在作業樹子中、年内発行予怠

-I*TI:' tci** *，，:1=1:，;宇治ふニ"""守竹村叩******肘f• + I:':I=TI:' ，:t . + f 1=1." I I • + .=1叩:TlHTlI榊***榊u..，***問

(備機後裕〉

*コロナ禍での21号発行は忘れられない記念引こなりました。却20年度の新米委員、今号から会報編集の

担当についています。全国からコロナ禍の日々の様子をお寄せいただき、託織をお伝えできることで改めて会

員の皆犠と出会い直した菊稀な感覚です。今後学びながら編集のお手伝いを重ねたいと思います。(植田朱美)

女2018年、八千代市から事務局に参力00会報印刷、発送を担当し、今期、編集委員lこ。本を読むことは好き

なのですが、編集となるとB嚇です。劇庄は自治理皆Lるのでパソコンに向かうのは1日1時間までと決めてい

ますが、コロナ禍の自粛時簡を利用して、編集について学んでいきたいと思っています。 U¥.木節子)

地域女性史研究会会報ーここK生きここを通えるー 第21号 2020.10.13 

会員募興事!

年会費3CXX)円

学生会費2CXX)円

カジ/織田Lぷす!

連絡先

f犠
事務局
編集

折井美耶子
llI*5t 淑子

宮崎製子
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