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70 年ぶりの里帰り 
戻ってこれなかった魂、
戻ってこれなかった人々

笹の墓標 再生ニュース笹の墓標 再生ニュース
こんにちは。笹の墓標展示館 再生実行委員会です。
北海道、朱鞠内の旧・光顕寺は戦中の強制労働による死者を弔いその位牌を安置してきました。 その後
笹の墓標展示館となり、戦争と植民地支配の歴史を伝える展示館として東アジアの人々の出会いと共同の
学びの場をつくってきました。2019 年、建物倒壊のおそれのため展示館の再建をめざす実行委員会を発
足しました。このニュースレターではみなさまに再生のための活動やその他の情報を定期的にお伝えしてい
きます。どうぞよろしくお願いします！

秋も深まった 2020 年 10 月 24 日、毎年恒例
の秋のつどい・朱鞠内強制労働犠牲者追悼会
が行われました。雨の中約 40 人が各地から駆
けつけてくれました。参加者は、朱鞠内の強制
労働犠牲者の遺骨が発掘された共同墓地、 雨
竜ダムの慰霊の塔、そして笹の墓標展示館敷地
内にある「平和の踏み石」などを囲んで追悼の
意を捧げました。札幌の韓国総領事ご夫妻も参
加、再建のための募金もいただきました。引き
続き支えてくださる方々のおかげで、少しずつ支
援の輪が広がっています。

笹の墓標展示館再生・和解と平和の森を創
る支援募金は 2020 年 12 月末の時点で、
約１５４０名の方々から募金をいただき合計
は１９００万円に達しました。
よびかけ人のみなさんが周りに呼びかけてく
れることで募金が続いています。
今後は目標３０００万円の達成にむけて、クラウドファンディング
を始める用意を進めております。朱鞠内の魅力なども含め、たく
さんの方が訪れたいと思えるような朱鞠内・笹の墓標展示館を広
くアピールしていきたいと思っています。引き続きご支援、ご注目
をよろしくお願いいたします！

雨竜ダムに至る道路わきに建っている「願いの像」
（彫刻家本田明二作）の原型を娘さんである彫刻
家、近藤泉さんがブロンズにしてくださいました。
1991 年秋の除幕式以来今も強制労働の犠牲者に
静かに瞑目しています。建立から 30 年になろうとす
る今、近藤さんから像の原型が実行委員会に寄贈さ
れました。披露しますのでお楽しみに。
新しい展示館の展示品として、あるいはレプリカの
作成など活用を考えたいと思います。アイディアを募
集します。

朱鞠内光顕寺での出来事を題材にした演劇 『出会ってしまった人』 
が 11月、ソウルで上演されました。 脚本をつとめた朴辰淑さんは、
日本による植民地の時代を生きた人々を中心とした演劇『朱鞠内
１(2013)』に続いて、今の現実とその事実を知ってしまった人、「出
会ってしまった人」についての話をしたくて「朱鞠内２」を作るこ
とになった、と語っています。俳優さんのひとりは、

出会ってしまった人。作品の中のこの文章が忘
れられません。 もしかしたら私たちは必ず出会
う因縁だったようです。一緒にやることができて
…、記憶することができてありがたい冬です。

と役を演じた感想を述べていま
す。また観客からはこんな声も。
歴史の旅に出たような、演劇の
形式のワークショップに行ってき
たようだ。朱鞠内を検索してみ
てもっと知りたくなった。立体朗
読でみたので、正式の舞台公演はどんな形なのか楽しみだ。
ぜひ朱鞠内での上演を企画したいですね！

2020 年 12 月 26 日、 朱
鞠内・旧光顕寺境内の雪
下ろし・笹の墓標展示館再
生実行委員会が行われまし
た。３歳から８０歳を越え
る参加者たちによって屋根
雪は綺麗におとされました。
みなさんご苦労様でした！

2021 年も引き続き 3,000 万円を目標にともに活動を続けてまい
りますので、皆様ご協力よろしくお願いいたします！

朱鞠内強制労働犠牲者追悼会
「秋のつどい」 が開かれました

募金総額が１９００万円を突破 !

韓国で朱鞠内光顕寺での出来事が演劇に 年末雪下ろし・再生実行委員会のご報告

「願いの像 」本田明二さん遺作
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ありし日の旧光顕寺・笹の墓標展示館

朱鞠内で犠牲になっ
たすべての犠牲者の
名前が刻まれている

「平和の踏み石」

1 月 29 日（金）から写真家の孫昇賢 ( ソン · スンヒョン ) さんによる
遺骨奉還「70 年目の里帰り」の写真やワークショップの長年の写真
をまとめたオンライン展示が始まります。1 月 29 日以降、こちらへ： 
www.70yearhomecoming.com
オンライン展示はスマートフォン対応もしていますが、できるだけパソコ
ンなどの大きな画面でご覧ください。



光 顕 寺 への 思い     
                                吉 川 真 瑛
東アジア共同ワークショップが自分に与えた影響は大きい。
2014 年冬のワークショップ。朱鞠内は毎年のように雪が降り積も
る。
当時は大学 2 年生で東アジア共同ワークショップは3 度目の参加。
自分はあまり環境の違う人と会うことに抵抗はもともとない。ワー
クショップ参加の一回目に朝鮮学校の生徒と初めて出会い、自分と
違う境遇で日本に住んでいる「在日韓国・朝鮮人」の存在を知った。
朝鮮学校の生徒はみな良い子たちで（自分もとても良い子だった
ため）すぐに打ち解けられた。
ワークショップでの醍醐味でもある議論の場。それまで仲良くバカ
みたいな話をしてにこにこしていた彼らの表情は一変する。
当時の植民地支配に全くと言っていいほど知識がない自分は、彼
らの心が怒っているのは感じたがいわれのないことを言われている
事が辛い…というよりも今まで体験したことのないふしぎな感覚を
抱いていた。なぜ彼らがそこまで真剣に話すのか気になった。
言われてばかりで悔しいという思いもあり、ある程度勉強したうえ
で 3 回目のワークショップに挑んだ。
2014 年のワークショップが始まる。
何はともあれ朝鮮学校の友達もでき、ワークショップは毎年の楽し
みの一つになっていた。

そこに行けば朝鮮学校の友達に会え
る。
スノーモービルができる。
雪玉を人にぶつけられる。
五右衛門風呂に入れる。
おいしい北海道の焼きじゃがいもを食
べられる。
肩を組みながら歌える。
どんちゃん騒げる。

議論の時間も訪れた。自分は勉強し思っていたことを彼らに言って
みた。

「日本の侵略の歴史は一人の日本人として申し訳ないと思う。国と
して謝罪するのは当然。でも自分は侵略には携わっていないから
みんなの思いを自分に言われても…」
そんなことを言おうもんならとさらに彼らは熱くなり反論がくる。
そしてまた自分はもやもやする。
この後あるものを見たことで自分の心のなかの感覚がごろっとひっ
くり返った。
殿平善彦さんが光顕寺の奥から取り出してきたのが「骨」だった。
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戦時中、犠牲になった日本人と朝鮮人のご遺骨。
その遺骨に心がグーっと吸い込まれる。

（そうか。ここ光顕寺にある「歴史」って授業でならう勉強とかそ
ういうたぐいのものではない。年号や学校で習う歴史の「出来事」
ではないんだ。そこには自分と同じ一人の人間の命があり、楽し
いことも自分でしたいこともできない、人としての生き方が否定さ
れた事実があるんだ。）
涙があふれてきた。

骨が語ってくれた気がする。「わ
たしを見てくれ」と。
自分は文字の「歴史」としてし
か考えられていなかった。そこ
に自分と同じように笑ったり泣い
たりする人がおり、その人たち
が犠牲になってきたのだ。歴史
を感覚やイメージ、そして心で
受け取ることを教えてくれたのが
この光顕寺のご遺骨たち。
このワークショップ後も光顕寺
へ来たり、大学でサークルを作
り朝鮮学校と交流を続けたり、
ソウルへの遺骨返還の活動に参

加したりと大学生活が大きく変わった。
そして 7 年経った今でもその当時議論した朝鮮学校の友達たちと
は連絡を取っている。
自分の人生や価値観を変えたと言っても過言ではない東アジア共
同ワークショップ。それを支え続けてくれた光顕寺。
雪下ろしの時乱暴にスコップで屋根を傷つけてしまったり、毎回の
ワークショップでお酒をこぼしたり、プロレスごっこをして床を傷つ
けたり…そんなことをしながらも、多くの若者を毎年必ず迎え入れ
てくれた。
あそこに行けばみんなに会える、おもろいことが起こる、一つの大
きな居場所になっていたことは言うまでもない。
自分と多くの人、遺骨、そして歴史を繋いでくれた光顕寺にこの場
を借りて感謝の意を表したい。
今度は自分たちが多くの人と光顕寺を繋いでいきます。光顕寺、
ありがとう。

写真提供：吉川真瑛
2014 年冬のワークショップ（2 月 15 日～ 17 日）
は NHK「北海道クローズアップ」で紹介されました。

「笹の墓標展示館・旧光顕寺」はこれま
で東アジア共同ワークショップの活動拠点と
して出会いと学びの場を提供してきました。
1997 年から続くワークショップの残してきた
意義を知ってもらうため、参加者に思い出
を綴ってもらいます。第二回目の寄稿者は、
2014 年冬のワークショップに参加した吉川
真瑛さんです！

東アジアワークショップのおもいで
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あなたもワークショップの思い出を
寄稿しませんか？

再建活動のひとつとして、光顕寺が長年支えてき
た東アジア共同ワークショップを広く知ってもらう
ための思い出コラムをシリーズでお伝えしています。

詳しくはホームページへ。
sasanobohyo.com

→よびかけ人→ワークショップ思い出募集


