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皆様の安全と一日も早い復興を願って
～平成30年7月豪雨～
平成30年7月の豪雨により、

被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
一日も早い市民生活の回復をめざし、
一丸となって全力で取り組んでまいります。
被災された皆様への支援やお知らせなどについては
5ページに掲載しています。

夢・未来 輝く福山100周年

福山市
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▲

▲衣料切符
森近静子さん
野上にある
昭和12年生まれ。
ごう

しょう い

実家の防空壕に焼夷弾が落
ちたが不発弾で助かる
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福山空襲
戦後の暮らし
1945年8月8日午後10時25分
から約1時間にわたって市街地
は空襲に遭いました。
家は瞬く
間に焼け、
福山城天守閣も崩れ
落ちました。
焼け野原となった福山のま
ちで当時の人はどのような生
活をしてきたのでしょう。
あらためて
あの夏から73年。
平和の尊さを学び、
戦後の福山
を生きてきた人たちの声を聴
きます。
く 人 権・生 涯 学 習 課（☎928－
1006）

80

主食の米はすぐ統
制になり、親戚や知
り合いからもらう以
外は米を食べられなくなりまし
た。ヤミ米が警察に没収される
ということもあり、白米はなか
なか手に入りませんでした。そ
の代わりに外米というのが入っ
てきましたが、この米はおいし
くなく口になじみませんでした。
食卓はサツマイモが中心でし
た が、「 厚 生 団 子 」 と い う も の
が売られていました。ぬかを丸
めて干して焼いてあるだけなん
ですが、お腹も空いているので
食べられないことはなかったで
す。今は米を食べることは当た
り前かもしれませんが、戦後は
なかなか食べられませんでした。

食

▲

▲厚生団子
壇上裕さん
昭和13年生まれ。
松浜に
ある自宅は被災したが、
直前に疎開したため被
災を免れる

あ8月15日㈬まで いく中央
（☎932－7222）
・松永
（☎933－
3770）
・北部
（☎976－4822）
・東部
（☎940－2575）
・沼隈
（☎
987－5630）
・新市（0847－52－5551）
・かんなべ（☎962－
5053）
図書館

平和コンサート
あ8月25日㈯午前9時30分～ い東小学校 ▽出演…中
央中学校ブラスバンド部、赤坂着物笑劇団
（AKS70）、マ
ンマヴォーチェ
（コーラス団体）ほか く 東公民館（☎
925－4264）
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福山市原爆死没者慰霊式典
あ8月6日㈪午前8時～ い 中央公園 く 福山市原爆被
害者友の会（藤井☎090－8609－4199）

ふくやま人権平和フォトコンテスト
人権・平和の大切さが感じられる心
温まる写真を募集します。
▽募集要項…○四つ切り判（ワイド
判・カラー・モノクロ可） ○デジタ 昨年度最優秀賞作品
ルカメラ可※撮影場所は市内外を問わず。審査のうえ、
表彰。応募作品は人権平和資料館企画展で展示 ▽応募
（☎924－6789）
期限…10月31日㈬ きく人権平和資料館

枝広稔さん
昭和12年生まれ。霞学区町内会連合会長。霞学区福山空襲・戦
争体験証言集の作成に尽力。神村から福山の空が真っ赤に燃
えているのが見えた

被災日時…1945年8月8日午後10時25分ごろから約1
時間
市街地消失面積…314ha（約376.8haのうち）
犠牲者数…354人、重軽傷者数…864人、被災者数
47,326人（58,745人のうち）
（13,671戸のうち）
焼失家屋数…10,179戸
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＊レーダー妨害剥片
（ロープ）
日本軍が発信する電波を
妨害するためＢ－29から
散布されたロープ ※岡
山空襲展示室提供

世界人権宣言70周年記念「世界人権宣言啓
発書画」全国巡回展inふくやま
あ8月6日㈪まで い人権交流センター う世界人権宣
言70周年にちなみ宣言文の墨書（書道家：小木太法）と
宣言をイメージした原画（画家：オタビオ・ロス）のパネ
ルを展示 く人権・生涯学習課（☎928－1006）

展示「私たちが伝えたいこと」
あ8月13日㈪まで う「福山市原爆被害者友の会」によ
る当時の状況を伝える絵画や証言集などの展示、関連資
料の展示・貸し出し いく中央図書館（☎932－7222）

あの夏を語る

戦争と平和に関する
図書の展示とブックリスト配布

福山空襲の概要

神村にいた空襲の夜。縁台へ
出て、祖父が「福山が燃えよう
る」と言い、一緒に見たのが夜
時ごろ。赤坂や神村まで銀紙
（＊）が飛んできました。東の
空が明るく、祖父が「福山は相
当やられとる」と言っていまし
た。祖父の弟が福山にいたので、
夜中におにぎりを作って重箱に
入れて出発しました。赤坂の駅
の裏の方を歩いて明王院に来た
ころには、明るくなっていまし
た。そのとき、祖父が「お城が
ない」と言い、草戸の方へ来て
みましたが、野上の辺りは全部
焼けて何もありませんでした。
草履を履いていましたが、足の
裏が熱くて歩きにくかったです。
人に聞きながら親戚を探したと
ころ無事会えたので、芦田川の
水で手を洗い、みんなでおにぎ
りを食べました。夜中から歩い
てきつかったことと「福山はも
う駄目じゃな」というのを子ど
も心に思いました。

高橋加造さん
昭和19年生まれ。
福山空襲
直前、
新市へ疎開して被災
を免れる。
現在は福山城ボ
ランティアガイドとして
活躍

戦後最初の博覧会

私 は 現 在、 福 山 城 の ボ ラ ン
ティアガイドをしていますが、
ガイドの先輩の話では、終戦後
すぐの昭和 年５月から約１カ
月間、福山駅周辺で「福山産業
復興博覧会」が開かれたそうで
す。駅前の元三菱第１工場では
全国の物産展が、福山城の天守
閣跡では日本風の建物を建てて
華道や茶道各流派の展示が、伏
やぐら
見櫓では美術展が開かれたそう
です。日本で戦後最初に開催さ
れた博覧会であり、多くの入場
者が訪れ、復興への強い意欲を
感じました。
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を語り継ぐ
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戦後の暮らしを
伝える

終戦後本当に物資
が乏しく、親や姉た
ちのお下がりを着て
いました。昭和 年から 年ま
で「衣料切符」というものが制
定されました。福山では最高
点でしたが、女性は浴衣を１着
あわせ
購入するのに 点、袷の着物は
点でした。おこしも必要です
ながじゅばん
し長襦袢も必要です。そんな中
で、母は嫁入りに持ってきた着
物を使って、夜通し私のために
「もんぺ」を作ってくれました。
本当に、昔は服を買うことすら
できず苦労したことを今でも覚
えています。
48
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平和について考える
市内各地で平和について考える催しが開催されます。
家族や友達とあらためて平和の尊さについて考えてみ
ましょう。

四國光講演会
「詩画人・四國五郎が伝えたかったこと」
あ8月11日㈯午後2時～ いまなびの館ローズコム う
原爆をテーマにした絵本「おこりじぞう」の装丁と挿絵
が有名な四國五郎さんの長男である四國光さんによる
講演会 く同実行委員会（神谷☎080－6329－3866）
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あとき
か料金

いところ う内容 え対象
き申し込み く問い合わせ

福山空襲を語り継ぐ 特集

お定員
けホームページ

市街地の8割が焼失し、
354人の尊い命が奪われた8月8日の福山空襲を
心に留め、世界平和や人権の尊さについて共に考えていく日として開催
します。
子どもからおとなまで多くの参加をお待ちしています。
あい8月8日㈬午後1時～ 4時・リーデンローズ
う○市内の小中高等学校による折り鶴披露
○培遠・城北中学校による平和の思いを紡ぐメッセージ発信
○手城小学校合唱クラブによる演奏
○福山中・高等学校演劇部による演劇「銀の空」
○国立広島原爆死没者追悼平和祈念館の被爆体験記朗読ボランティアに
よる被爆体験記朗読会
か無料
▽託児サービス…予約が必要
▽駐車場…隣接の市営松浜町駐車場を利用した場合、2時間まで無料
く人権・生涯学習課
（☎928－1006）

平和アピール展

園児・児童・生徒および市民の皆さんが平和への願い
を込めて制作した折り鶴やポスター、絵画などの作品を
展示します。
あ8月17日㈮まで い市役所本庁舎１階市民ホール、人
権平和資料館、まなびの館ローズコム、西部・北部・東部
市民センター、人権交流センター、新市支所、沼隈図書館、
うつみ・かんなべ市民交流センター
く人権・生涯学習課
（☎928－1006）

福山空襲写真パネル展
人権平和資料館所蔵の福山空襲に関する写真パネル
や資料を展示します。
あ8月17日㈮まで いリーデンローズ
く人権・生涯学習課
（☎928－1006）

ヒロシマ・ナガサキ被爆の実相等に
関するポスター展
あ8月31日㈮まで いまなびの館ローズコム
く人権・生涯学習課
（☎928－1006）
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原爆・福山戦災死没者慰霊式

原爆および福山戦災死没者の霊を慰め、世界の恒久平
和を祈念して慰霊式を行います。市民の皆さんの参加や
黙とうをお願いします。
あ8月8日㈬午後5時30分～ い 中央公園福山市戦災死
没者慰霊碑（母子三人像）前
■原爆死没者で遺族が分からない遺骨の名簿掲示
あ10月31日㈬まで い福祉総務課
■全国的な行事（黙とう時間）
○8月6日㈪ 広島市・平和記念式典（午前8時15分）
○8月9日㈭ 長崎市・平和祈念式典（午前11時2分）
○8月15日㈬ 東京都・全国戦没者追悼式（正午）
◇
◇
◇
く福祉総務課（☎928－1045）
■保健師相談
え特定地域で黒い雨を体験し、被爆者手帳または受診者
証が未交付の健康に不安がある人
きく県被爆者支援課（☎082－513－3109）

平和と学びポスター展
あい◯8月8日㈬・リーデンローズ
◯8月31日㈮まで・まなびの館ローズコム
く人権・生涯学習課（☎928－1006）

今だからこそ
伝えたい

福山空襲の後、崩れた城、焼
けたまちを見て福山はもう駄目
だと思いました。終戦から 年。
私たちは戦争の体験があるから
こそ、今の平和がどれだけあり
がたく大切であるかを感じてい
ます。あのような体験は二度と
したくないし、子や子孫にさせ
たくありません。いかなる理由
があろうと、どんな戦争だろう
と、正義の戦争はあり得ないと
思っています。

2018市民平和のつどい
第64回市民平和大会
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おも

今を生きる子どもたちの想い
戦争と平和に対する想いをふくやまピース・ラボ第4期生の皆さんに聞きました。

思いやり助け合い
私たちが何不自由なく暮らしている
今この時も、世界のどこかで戦争は起
きています。命と引き換えに得る喜び
梶原百恵さん や幸せなどあるわけがありません。私
たちは争いが絶えない人類の愚かな歴
中学3年生
史を学び、
「平和」を合言葉に思いや
り助け合いながら生きていくべきだと
思います。

ふくやまピース・ラボとは

戦争は必要ない
戦争は多くの人々の幸せを奪ってき
ました。戦争が起きるたびに犠牲者が
出て悲しい思いだけをする戦争は必要
ないと思います。今もなお戦争をして
大村俊介さん
いる国には平和について特に考えてほ
高校1年生
しいです。

「平和」
っていいね！

～
「ピースメッセージ」
を発信しよう～

あ8月10日㈮午前10時～ う マイうちわに
まちパス
ピースメッセージを描きながら「平和」につ
50P
いて考える ▽講師…井上聖文さん え 小
学生以上（保護者も参加可） お15人※先着 いく深津
コミュニティセンター（☎923－8103）

ふくやまピース・ナビ企画「親子映画会」
あ8月5日㈰午前10時～、
午後1時30分～ う 映画「満蒙
あお
開拓と少年たち 蒼い記憶」 お各70人※先着 いく人
権平和資料館（☎924－6789）

ふくやまピース・ラボとは、
戦争を知らない若い
世代が体験者への取材や戦争遺跡巡り、
グループ
ワークなどを通して平和について学ぶ事業です。
被爆・福山空襲70周年を契機に2015年度に発足し、
現在中学生や高校生など21人が活動しています。

ピ－スメッセ－ジ＠ぬまくま2018
第1部 あ8月6日㈪午前9時～10時 い 能登原小学校
う講演「歌おう 平和 広げよう 人の輪」 ▽講師…むら
さきだいこんさん（アカペラコーラスグループ）
第2部 あ8月9日㈭午後6時30分～ い 能登原公民館
うメッセージツリーライトアップ、
ピースコンサートトー
ク＆ライブ ▽出演…JOOC(城西校区おっちゃんおば
ちゃんの会)
◇
◇
◇
・瀬戸（☎951－1809）コミュニティ
く山手（☎951－5679）
センター
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