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On 10 Aug. There was a Hiroshima - 
Nagasaki Ceremony in Melbourne. The 
performances of Hiroshima Children’s 
Performance Group, and others were 
impressive. With long-time-no-see friends 
we left the venue and went for a cafe shop 
for a chat. About Fukushima, Hiroshima 
and Nagasaki .  One of  the fr iends is  
Japanese  and  f rom Hirosh ima .  H is  
grandma was a atomic bomb victim. He 
brought with him a manuscript written by 
his grandma. He said he brought this to 
show it to the organiser of the ceremony, 
but did not find a chance. I asked him to 
read it. 

　Immediatelly after the bomb, she looked 
for her husband. When she found her 
husband, whose back was covered many 
broken glasses. It was read “Everything is 
because of encounter, isn’t it?”. At the very 
last part of the manuscript it was read, 
“Ahh, everything is dream. Everything is 
dream, Go home. Go home together.  
Hisoshi, go back together.” According to 
my friend, she got married after ten years 
of the death of her first husband. My 
friend is the grandson of her second 
marriage. She is said to have kept talking 
about her first husband, who lost his life 
because of the atomic bomb. 

　She, who is a Haiku poet, has never 

appeared in front of people, being asked 
about giving a speech about her experience 
of Hiroshima. After the war there have been 
a lot of works on Hiroshima, and each item 
is very precious but sad historical legacy. 
We, in front of the manuscript, said each 
other “This is our Hiroshima, isn’t it?” We 
are living far away from Hiroshima and 
Japan. We thought, however, after reading 
the manuscript, that this is a Hiroshima for 
us living in Melbourne. Surely we did not 
experience Hiroshima nor wars. But we also 
want to pass the tragidy. . to the next 
generation. 
　Recently he sent me an mail:
“My grandma only once wrote the similar 
story, when one of her grandsons asked 
her to write about the experiences during 
the war as a Summer holiday homework. 
The teacher, who read the manuscript, 
asked to talk to the students, but she 
rejected.  I  heard the story when my 
grandpa  deceased  four  years  ago .  
Observing she looked dissapointed, “If you 
have anything to write, please write, since 
a lot of people want to hear about your 
experiences of A-bomb.” And she wrote. It 
was  Apr i l  th is  year .  For  her ,  i t  i s  a  
testimony of her life. I am obliged to feel 
that this is a strange manuscript, which 
sings a young woman’s heart, like a deep 
purple pansy, which blooms on the earth 
pass between the rice paddy.”

　先日広島・長崎メモリアルデーのセレモ
ニーがメルボルンでありました。広島の子供
達のバーカッショングループ他、素晴らしい
パーフォーマンスを見ることができました。
　そこで久しぶりに会った日本人の友人達
と会場を後にし、カフェで雑談となりまし
た。福島のこと、広島・長崎のこと。友人は広
島出身で、広島にいる現在96歳になる被曝者
である御祖母のことを話し出し、彼女の手記
を持参していると言います。当日主催者に見
せようと持ってきたが、チャンスが無かった
とのこと。私は頼んで見せてもらいました。

　原爆投下直後より主人を探す。10日に宇品
の野戦病院に着いたが、似島に輸送されたと
の情報で、11日に似島へ出向いた。出会った
主人は背中全体にガラスが刺さり、終戦日15
日早朝未明に亡くなった。「 嗚呼、運命とは片
付けたくない。すべては「なりゆき」なのか…
戦争の」とありました。手記の最後に「 嗚呼夢
だみんな、みんな夢だ。帰りましょう。何も考
えずに。帰りましょう。古里へ。輝夫さん、一
緒に帰りましょう。」と綴ってありました。

　彼の祖母は18歳で結婚し、奇しくも終戦
日は彼等の10年目の結婚記念日でもあった
そうです。後に再婚し、その孫が私の友人。女
流俳人でもあるこの女性は、頼まれても決し

て講演など人前に出ることはなかったとい
うことです。戦後広島についてさまざまな貴
重な悲しい遺産があります。しかしこの手記
を目の前にした我々は、これは「我々の広島」
ではないか、広島からも日本からも離れて生
活している我々メルボルンに在住している
者の広島ではないか、と話し合いました。 確
かに我々は広島や戦争を経験していません。
しかし我々は伝えなければならないと強く
思います、次の世代に。「我々の広島」アート
プロジェクトが立ち上がります。
　後日、その友人は祖母の手記について私に
メイルをくれました。「祖母は一度だけ、僕の
いとこが小学生の時に（約15年前）、戦争の
話を聞いてくるという夏休みの宿題で、似た
ような手記を書きました。これを読んだ小学
校の先生は、祖母に講演依頼をしたそうです
が、それには答えなかったようで、それきり
となっていました。その話を僕が聞いたのは
祖父が亡くなった約4年前。祖母が落ち込ん
でいるのをみて、「書くことがあれば、しっか
り書いて。原爆の話を聞きたい人はたくさん
いるよ」という言葉で、がんばって書いたの
が今年の4月でした。祖母にとっては生きて
きた証のような、田舎の広いあぜ道に凜と咲
く濃い紫のスミレのような乙女のか弱い心
をうたった手記のような、なんとも不思議な
手記に、僕は、思えてきて成りません。」
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