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はじめに
広島市の人文地理学的研究を一つの柱として研究・教育生活を送り、平成 18
年（2006 年）からは広島平和文化センターの被爆体験証言者としても活動して
きた北川建次会員は、昭和 10 年（1935 年）に広島市内の繁華な地域で生まれ、
ごく一時期を除き長年広島市内で生活してきた。その個人史が、戦前から戦後に
かけての広島の市民生活や文化、風俗を知る手がかりとなることから、このたび
事務局は北川会員に聞き取りを行った。対象とした期間は、北川会員のこども時
代に相当する、戦前・戦中から敗戦を経て講和に至る約 15 年間である。聞き取
りは平成 30 年（2018 年）7 月から 11 月にかけて複数回行い、インタビュー形式
の報告として再構成した。
（研究会事務局）
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１

生年および生家、家族等

－まずお生まれ等についてお話しください。
昭和 10 年（1935 年）1 月 10 日、広島市内の下流川町の家で生まれました。5
人兄弟の 4 番目です。父母と一緒に父方の祖父母も同居していました。
北川家は、正確な年代は不明ですが代々、米穀商をしていました。昭和 10 年
（1935 年）10 月 1 日現在の『職業別電話番号簿』
（電話通信社発行）にも、
「米雑穀」
の範疇に「下流川」の「北川政次郎」の名前が出ています。政次郎（まさじろう）
は祖父です。北川家は八丁堀が都心になる前 1 からこの辺りで店を営んでいた他、
御用商人として宇品の陸軍に米を納めたり、広島駅の近くにも店を開いていたよ
うです。この二つの店は大正の米騒動のときに襲撃を受けたと聞きました。ただ、
戦時下の統制の厳しいことに嫌気がさしたのでしょうか、祖父も父も、昭和 15 年
（1940 年）か 16 年（1941 年）ごろに米穀商をやめてしまったようです。それでも
貸家を持っていたので、その収入でやっていけたようです。なお祖父は昭和 17 年
（1942 年）7 月に亡くなりました。
店は家も兼ねており、大きな家でした。ですが、簡素な造りで、ガスは通って
おらず、カメラやレコードも持っていませんでした。ラジオはありました。市を
代表する盛り場「新天地」の東入口のすぐ南側の土地に家が建っており、家の北
側と西側が壁一枚を隔てて「新天地」に接していましたので、家の中にいてもそ
の賑わいが聞こえました。祖父は大正 10 年（1921 年）の「新天地」開場時には
経営に加わりませんでしたが、昭和 2 年（1927 年）に「東新天地」が開場した
際は経営に加わりました。新天地の踊り子と思われる女性が、家の陰でこっそり
と逃げる相談をしていたのが聞こえてきたこともあります。
（資料１参照）
兄弟では、
兄が自転車を持っていた他、
先生になろうと広島女子専門学校に通っ
ていた 10 歳年上の姉が家でオルガンの練習をしていました。買うお金はなかっ
たと思いますので、誰かから借りていたのだと思います。わたしもたまに弾かせ
てもらいました。

1

近世以来の繁華街は中島地区で、近代に入り八丁堀新天地といった東の地区が発展して
いった。『新修広島市史 第 4 巻 文化風俗編』（広島市役所編集・発行、1958 年）の「第
七章 市民生活の進展」
「第二節 盛り場の変遷」や多賀谷麻美・杉本俊多「近代広島にお
ける盛り場「新天地」地区の都市空間形成・変容に関する研究」
（『日本建築学会計画系論文集』
第 620 号、2007 年 10 月）等を参照。
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資料１

北川会員が生まれる少し前の、昭和 5 年 (1930 年 ) の新天地・東新天地の個別図。
点線で囲んだ部分が北川会員の生家があった場所。（広島県立文書館所蔵）
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２

幼少時代の遊び

－幼いときはどのような暮らしだったのですか？例えば遊びなどは？
私立の富士見幼稚園に通った後、昭和 16 年（1941 年）に竹屋国民学校に入学
しました。ちょうど小学校から国民学校に名前が変わった年でした。
「竹屋」の
名前が示す通り、竹屋町は竹藪が多くありました。
ふだんは兄や姉にくっついて近所で遊ぶことが多かったです。パッチン
（メンコ）
や輪回し、独楽、缶蹴り、野球、サッカーなどをしました。パッチンの表紙の絵
は相撲取りや陸軍大将などいろいろありました。輪回しとは、自転車の車輪を竹
の棒で押して、転がす遊びです。街の中には公園はまだなく、また小さい身には
学校の校庭は遠かったため、近くのお寺の境内が格好の遊び場でした。般舟寺（は
んしゅうじ）や常林寺（じょうりんじ）などです 2。地域の集まりも寺で開催され
ていました。ラジオ体操も常林寺に集まりました。
広島には球団はなかったですがプロ野球も人気があり、観戦もしました。戦争
が激しくなる前は自分たちでも野球をしていましたが、そのうちゴムボールが手
に入らなくなり、次第にできなくなりました。
お寺の境内で遊ぶことは、こどもが宗教を知ることにもつながっていたと思い
ます。どのお寺の講堂にも天井に地獄や極楽の絵が描かれており、原爆の光景を
示す言葉としてしばしば使用される「地獄絵図」は、こどものときから目にする
ものであった訳です。
寺の入り口で、紙芝居をよくやっていました。いつも 15 時から 17 時ごろにお
じさんがやって来ました。紙芝居屋同士の縄張りでもあるのか、いつも同じ一人
の中年男性がやって来ていました。こどもは 30 ～ 40 人くらいが集まります。10
～ 15 分の演目を 1 日に 3 回くらい上演しました。この紙芝居でこどもを集め、
駄菓子を売って稼いでいました。演目は「のらくろ」等の有名なものや、
「呪い
の古井戸」といったお化けの話もありました。紙芝居は、太平洋戦争が始まって
からは軍国色の強い演目に変わってしまいましたが、
それでも昭和 20 年
（1945 年）
まではありました。
比治山は周辺のこどもたちの遊び場でした。ただ、崖から落ちてよくこどもが
死んでいました。
東新天地に「天使館」というこども向け番組を流す映画館があり、わたしも見
に行っていました。映画の封切は、東京の次に京城で、その後に広島で封切られ
るなど、東から順番に回ってくるという訳ではなかったようです。映画館と言え
ば、昭和 16 年（1941 年）
、常林寺の南側の竹藪を開いて、トキワ映画館という
映画館ができました。当時珍しい水洗便所だったのを覚えています。水洗便所は
福屋百貨店や主だった官庁にしかなかった時期です。でも、よく故障していまし
た。

2

般舟寺は新天地にあり、現在は西区楠木町に移転。常林寺は三川町にあり、現在は西区三
滝町に移転。なお北川家の菩提寺は超専寺（ちょうせんじ）で、寺町にあった。
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３

学校の様子

－学校の様子はいかがでしたか？
先ほど少しふれましたように、私立の富士見幼稚園に通っていました。この幼
稚園では、山陽中学校や進徳高等女学校で開催される運動会に賛助出演し、歌や
踊りを披露した記憶があります。パン売りが幼稚園までパンを売りに来ていまし
た。広島市内では小学校区を中心に氏神があり、氏子圏が形成されていました。
竹屋小学校区は比治山神社（黄幡（おうばん）さんとも言われた）と鶴羽根神社
でした。学校からよく参詣したのですが、何の際に参詣したのかはあまりよく覚
えていません。学校からの山登りはいつも比治山でしたし、
花見も比治山でした。
幼稚園卒業後は昭和 16 年（1941 年）4 月に竹屋国民学校に入学しました。昭
和 20 年（1945 年）に縁故疎開で安芸府中町（当時）の国民学校に通うことにな
りましたが、田舎の生活に馴染むことができず、実家に戻ってふたたび竹屋国民
学校に通いました。
わたしの年齢では修学旅行はありませんでしたが、宮島に旅行に行った記憶が
あります。
広島は戦前から、いわゆる「支店経済」の街で、官庁の出先機関も多く、その
関係者家族の出入りがよくありました。その転勤の時期に合わせてこどもの転出
入があり、東京からの転入もたびたびありました。広島市内の国民学校でも学校
ごとに雰囲気が違い、学校の違うこども同士が街中で出会うと大声で悪口を言い
合い、よくケンカをしていました。いま思うと仲良くすればよいのにと思うので
すが、当時はそういった雰囲気でした。
服装は家でも学校でも洋服で、
着物を着る機会はあまりありませんでした。元々
はランドセルでしたが、戦争の進展に伴って物資が無くなり、ランドセルはしな
くなりました。また元々は靴でしたが、そのうち下駄履きになり、最後は裸足に
なりました。
1、2 年生の時は 40 人学級でしたが、60 人学級になり、それが 6 クラスありま
して、360 人が同期生ということになります。

４

広島の川

－広島といえば川の街ですが、川に関して何かご記憶はありますか？
川と言えば、学校ごとに水泳用の区画の割り当てがありました。京橋川の牛田
や縮景園の付近は川の曲がりが急で、流れが速くなっており、よく人が引き込ま
れて、大人もこどもも溺れて死んでいました。まさに川に人を引きずり込む猿猴
の伝説と同じです 3。比治山下の「千切（せんぎり）
」という場所では船がよく難
破していました。
このようなこともあるため、川の監視には地域の者が駆り出されていました。
3

猿猴とは、広島での河童の呼称。中国新聞社編『広島県大百科事典』
（中国新聞社、1982 年）
の「えんこう川のえんこう」の項等を参照。
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台風の時期は京橋や猿猴橋に流木が引っ掛かり大変でした。大雨の時、市内は
よく浸水し、下流川町の家も水に浸かりました。
川の水はきれいで、川遊びでしじみ取りをしたりエビを取ったりしました。牡
蠣は戦前から広島の名物で、よく食べました。汽水域ということもあり、川魚も
海魚も食べました。魚の種類は他地域に比べても多かったと思います。

５

寺社と祭り

－広島のお祭りはどんな雰囲気だったのでしょうか？
広島市内のお祭りは、
「とうかさん」
「胡子大祭（えべっさん）
」
「住吉祭（す
みよしさん）
」が三大祭りと言われて
います。
とうかさんは三川町の圓隆寺（日
蓮宗）の祭りで、
旧暦時代は 5 月 4、
5 日の二日間、新暦になってから 6
月 8、9、10 日の三日間、開催され
ます。三川町は、わたしがこども
の頃は、それほどお店も多くなく、 資料 2
弁護士や医者などがよく住んでい

昭和 8 年（1933 年）の「とうかさん」
（上西薫 作 広島平和記念資料館所蔵）

る場所でした。とうかさんのときだけ夜店が並んで賑わったものです。金魚すく
い、花火、綿菓子、飴玉などが並び、強烈なアセチレンランプの匂いと光が印象
的でした。
えべっさんは胡町にある商売の神様、
胡子神社の祭りで、
旧暦 10 月 18、
19、
20 日、
新暦では 11 月 17、18、19、20 日に開催されます。多くの露店の他に、要所要所
に巨大な酒樽が賽銭箱として置かれており、祖父や父母、兄、姉などに抱きかか
えられて中を覗き込んだ記憶があります。
住吉さんは旧暦 6 月 14、15 日、新暦では 7 月に開催されるお祭りで、海や船
の神社らしく御座船が出ました。ちょうどわたしがこどもだった昭和 10 年代に
広島の臨海部の開発が進み、吉島、舟入、江波、観音町等が発展し、人口も増え
ました。これを背景に、住吉さんの神社は大いに賑わっていました。
この他に、大きなお祭りとして、西練兵場で秋に開催された「招魂祭」があり
4

中国新聞社編『広島城四百年』（第一法規出版、1990 年）には「広島最大の祭り」（p.235）
と記され、市民が被爆前の広島を描いた「わがなつかしの広島」シリーズにも招魂祭の催
し物の賑わいを題材としたものがいくつもある。昭和戦前期の文献にも、『偕行社記事』第
747 号（偕行社、1936 年 12 月）には昭和 9 年（1936 年）10 月 22、23 日に挙行された広島
招魂祭概況が第五師団司令部によって紹介され、神式・仏式両式の招魂祭の他、併せて催
された各種イベントや出店で市民が賑わう様子が描かれている。また西亀正夫「軍都とし
ての広島」（『地理学』第 4 巻第 7 号、古今書店、1936 年 12 月）も当日の沿線利用者を示し、
人出の多さを描いている。
なお、村上重良『慰霊と招魂』（岩波新書、1974 年）によると、日中戦争が拡大中の昭和
13 年（1938 年）頃から靖国神社の祭典の様相が一変し、サーカスやオートバイの曲乗り等
の見世物が一掃され、厳かな祭典が演出されるようになったと言う（p.177）。
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ました 4。本来は戦死した兵士を
慰霊する祭りですが、出店や出し
物がたくさんあり、大きな祭りに
なっていました。台湾産の大きな
サトウキビが売られていて、買っ
てもらいました。ふだん売られて
いるサトウキビに比べてずいぶん
大きいものでした。台湾産バナナ
の叩き売りもありました。当時は
気にしていませんでしたが、植民
地である台湾とのつながりがこん

資料 3 昭和 9 年（1934 年）ごろの西練兵場の招魂祭
（上西薫 作 広島平和記念資料館所蔵）

なところにもあったのだと思います。

なお、北川家の地域の氏神は比治山神社と鶴羽根神社、白神社の三つで、初詣
には必ず行ったものです。ただ、お祭りと違い初詣にお店はあまりありませんで
した。また、お盆の灯籠は今よりよく飾っていました。

６

戦争と関わる思い出

－時期的に日中戦争・太平洋戦争の時代とこども時代が重なっておられます。戦争
に関わる事柄で覚えていらっしゃることはありますか？
陸軍は、宇品から出征する兵士たちに対し、広島に集まってから出港するまで
一時的に民家に分宿することとしていました。下流川町の北川家は大きな家だっ
たので宿に割り当てられ、
出征兵士の宿泊が何度もありました。昭和 18 年（1943
年）から 20 年（1945 年）ごろが多く、最大で一度に 20 人くらいの出征兵士が
泊まっていました。大抵は 1 泊か 2 泊ほどでした。宿泊する出征兵士の年齢も最
初は 20 代でしたが、年を追うにつれて 20 代前半から後半へ、さらに 30 代で召
集された人も増えてきました。食料費等の経費は支給されていたようですが十分
ではなく、
父母は苦労していたようです。兵士たちも、
生きて帰れないのを分かっ
ていたのか、安酒に酔って荒れることもありました。
防空壕は家の中と、近所の常林寺にありました。隣組で防空訓練をしていまし
たが、これも場所は常林寺でした。安芸郡府中町と三篠の親戚宅に物資疎開をし
ていましたが、三篠の物資は原爆が原因の火事で燃えてしまい、また親戚が持っ
て行ってしまう場合もありました。
学校では、国民学校 4 年生だった昭和 19 年（1944 年）
、基町にあった陸軍病
院に慰問に行きました。陸軍記念日や海軍記念日、明治天皇が大本営を広島に進
めた日などの記念日には、広島城や大本営址に参拝に行きました。呉にも軍艦を
見に行きました。呉は海軍の街で、電車通りに街灯や街路樹が整備され、広島よ
り洒落ていた記憶があります。
呉は戦前の都市の理想に近かったのだと思います。
昭和 12 年（1937 年）
、
「南京陥落」が伝えられた際には、学校ではなく地域から、
比治山の旧御便殿前広場まで提灯行列に参加させられました。
「紀元二千六百年」の祝賀行事は、
「皇紀 2600 年」に当たる昭和 15 年（1940 年）
21

の開催で、
わたしは 5 歳の幼稚園児でしたが記憶にあります。市内の福屋百貨店、
中国新聞、富国生命ビルの三つの建物に「皇紀二千六百年祝典」と書かれた巨大
な垂れ幕がぶら下げられ、市内至る所で祝典歌「紀元二千六百年」が流されてい
ました 5。広島護国神社の前を通るとき路面電車は一旦停止し、車掌が「只今護
国神社前でございます。皆様で遙拝願います」と叫んで、乗客は神社に向かって
遙拝をさせられました。軍国主義が勢力を得た時代でした。戦時中に広島電鉄の
新しい車輌が走ったのですが、物資の少ない時代に新しい車輌が製造されたとい
う驚きがあり記憶に残っています 6。車体は暗い色で、町全体が防空を意識した
時代に合わせたものであったと思います。

７

記憶に残る風景

－その他、戦前でとくに記憶に残っていることはどんなことがありますか？
昭和 15 年（1940 年）か 16 年（1941 年）ごろまで安田銀行に勤めていたおじ
さん（父の弟）がいるのですが、戦中の昭和 18 年（1943 年）に、わたしたち兄
弟とおじさんの娘さんとを神戸、大阪、京都、奈良に連れて行ってくれました。
このおじさんも新天地に住んでいたのですが、わたしの家と違い、家にガスも通
り、レコードもカメラも持っている人でした。国鉄で京阪神に行き、京阪神内の
移動は関西の私鉄の電車でした。本場の宝塚歌劇も見に行きましたが、広島新天
地の宝塚に比べて舞台装置や規模が格段に大きく、とても記憶に残っています。
大阪もすべてが大規模で、御堂筋や地下鉄をとてもすごいと思った記憶がありま
す。奈良では橿原神宮にも行きました。
広島市内の様子としては、豆腐の行商がよく来ていたことを覚えています。他
に、鍋や釜の修理をする鋳掛や、こうもり傘の修繕をする人も来ていました。大
きな声をあげて、やって来たことをアピールしていました。街中では馬車や人力
車がまだ使われていました。とくに戦時、ガソリンが無くなりはじめて再び増え
ていきました。人力車のたまり場は広島駅前や新天地、己斐、横川など、人の集
まる場所でした。一方、農村では牛車がまだ使われていました。
また、中島地区は市内有数の繁華街だと言われていますが、わたしが生まれて
以降の時期は、こども心に中島付近はちょっと寂れた感じでした。

5

広島市退職公務員連盟編集発行『ひろしまの歩みとともに―まこも会創立二十年記念誌』
（1972 年）収録の元市職員の座談会でも、西練兵場や市庁舎前での奉祝行事が言及されてい
る（p.365-366）。
6
昭和 17 年（1942 年）に 600 形の車両 3 両、650 形の車両 5 両が新造された。（広島電鉄社
史編纂委員会編『広島電鉄開業 100 年・創立 70 年史』広島電鉄株式会社、2012 年、p.97）
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８

被爆とその後

－昭和 20 年（1945 年）8 月 6 日は竹屋国民学校におられて被爆されています。北
川さんの被爆体験は平和記念資料館収録の被爆者証言ビデオや体験記で見ていただ
けます 7。ここでは少し落ち着いてからのご様子をお聞かせください。
わたし自身は竹屋国民学校で被爆しましたが、奇跡的にひどい怪我もせずに済
みました。比治山から段原の方へ逃げて行き、東雲町のおじさんのところへ行き
ました。下流川町の家は崩れてしまいました。しばらく家族はばらばらに過ごし、
昭和 20 年（1945 年）秋ごろに宇品に落ち着きました。母や新天地のおじさんは
原爆で死亡しました。もともと海岸通りにあった宇品の家は貸家として貸してい
たんですが、自分たちで住むことになりました。昭和 30 年（1955 年）
、新たに
庚午に家を建てたので、宇品の家を引き払い、家族でそちらに住むことになりま
した。わたしは昭和 28 年（1953 年）に広島大学に入学しましたが、そのときは
宇品から通っていました。この宇品の家は 2 階建てで、家の中にお風呂がありま
した。
少しさかのぼりまして、被爆後しばらくして敗戦となりましたが、当初わたし
は親戚を頼り祇園の西原小学校に一時的に通っておりました。西原小学校は、い
わゆる田舎であり、広島市内からの転校生である自分はよくいじめられました。
そんな雰囲気ですから、聞かれても「自分は被爆しなかった」と言って被爆を隠
して過ごしました。その後、
宇品小学校に転校しました。宇品小学校には被爆者、
被災者、引揚者やそのこどもがたくさん通っていました。ここではわたしもいじ
められませんでした。学校の裏の火葬場では、まだ死体を焼いていました。宇品
小学校では一番多いときは 1 クラス 90 人のときがありました。
中学からは私立の修道中学に進学し、高校もそのまま修道でした。なお中学三
年の時の修学旅行は別府でした。
宇品は、原爆に被爆し壊滅した広島市にあって、そこしか残っていないという
意味でも、賑やかな場所でした。海岸通りにはモダンな建物も多く、ガス灯もあ
りました。なお、この宇品時代に、旧軍関係でしょうか公的な施設で何か書類を
延々と燃やしていたことを記憶しています。

９

占領時代の記憶

－占領時代のことで何かとくに覚えていらっしゃることはありますか？占領軍兵士
や朝鮮戦争のこととか。
占領中、アメリカ兵やイギリス連邦兵を見かけることもありました。大男だな
あ、というのが正直な感想でした。彼らは服装が違うので、かんたんに見分ける
7

北川建次「京橋川を泳いで渡るとぼろぼろのシダレヤナギが立っていた」
（杉原梨江子『被
爆樹巡礼』実業之日本社、2015 年）や広島平和文化センター編『ヒバクシャからの手紙
被爆体験記集』第 2 巻（厚生労働省・国立広島原爆死没者追悼平和祈念館、2013 年）収録
の体験記を参照。
23

ことができました。イギリス連邦でもオーストラリア兵とニュージーランド兵も
全然違いました。
朝鮮戦争のときは広島でも空襲警報がありました。1 回だけだったかもしれま
せん。戦争の様子はニュース映画で見て知っていました。鉄道輸送が逼迫してい
る様子は窺えましたが、
その理由は教えてもらえませんでした。
宇品で何か目立っ
たことがあったようには記憶していません。
サンフランシスコ講和条約が発効したときも、とくに世間が変わった印象はあ
りませんでした。
なお、広島市募集の原爆体験記やその他の手記については、募集についての案
内が回ってきた記憶はありません。

10

戦後の娯楽

－戦後社会は戦前と違う面がいろいろあったと思いますが、こども時代の記憶とし
て、戦後の娯楽はどのようなものでしたか？
戦後は宇品の方でも紙芝居がありました。また、貸本屋がけっこうな数ありま
した。小学校高学年になったら貸本屋で本を借りました。1 日 5 銭くらいだった
でしょうか。
楽々園や福屋屋上以外にも市内に遊園地があり、本通りにも 2、3 か所はあっ
たのではないでしょうか。
昭和 27 年（1952 年）か 28 年（1953 年）ごろには八丁堀から流川のあたりに
映画館や喫茶店が出来ており、ダンスパーティも開かれていました。ただ、こど
もが新天地に入るのは好ましくないとされ、教員と警官で組織する教護連盟が取
り締まりました。なお教護連盟は戦前からありました。

11

寺社の被災と復興

－北川会員は、平成 26 年度に広島市内の神社の戦後復興過程について調査されて
います。
「５

寺社とお祭り」の項でご記憶を語っていただきましたが、こども時

代の個人的な記憶を補足する意味で、その調査の成果を少しご披露いただけます
か？ 8
平成 26 年度（2014 年度）の当研究会に関わる調査研究として、胡子神社、と
うかさん（圓隆寺）、住吉神社、比治山神社、鶴羽根神社、白神社について関係
者への聞き取り等を行って、被災状況と原爆被害からの復興について調査しまし
た。胡子神社、とうかさん、住吉神社は三大祭りの寺社として、比治山神社、鶴
羽根神社、白神社は竹屋学区の氏神であり、地域とのつながりの強い神社として、

8

調査に際しては次の方々にお世話になりました。お礼申し上げます。胡子神社総代会副代
表・畑純爾氏、とうかさん圓隆寺副住職・中谷康韻氏、住吉神社住職・森脇宗彦氏、比治
山神社宮司・大巳和晴氏、鶴羽根神社宮司・石井計次氏、白神社宮司・宗像紀道氏。（本文
紹介順。肩書は調査当時のもの。）
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そしてその地域に住んでいた私自身ともつながりが深いという意味で選択しまし
た。
この六つの寺社の全体的な原爆被害の特徴は次のようなものです。まず爆心地
に近い神社・寺院ほど被害が甚大で、とくに白神社は爆心地から 500m 以内にあ
り、
熱線、
爆風による被害はすさまじく、
瓦や花崗岩の表面がひどい熱線で熔けて、
別の鉱物に変わったり、巨大な石塔が爆風で浮き上り、間に瓦礫が挟まっていた
りしました。爆心地から 2km の地点で被害が変化するのですが、神社と寺院の
被害には大きな差があります。それは二葉ノ里の神社、寺院群を調査して判った
ことですが、
神社は檜皮葺が多いので、
数万度乃至 3000 ～ 4000℃の熱線で発火し、
火災が発生して焼失したものが多くあります。饒津神社、東照宮、尾長天満宮な
どです。けれど寺院は瓦葺きが多いので、熱線に耐え抜いて火災に至っていない
例が多くあります。建物は爆風で中破乃至大破しているが、
焼けていないのです。
明星院の仁王門、
（赤穂）義士堂、国前寺、聖光寺などはその例で、とくに興味
深い例は東照宮で、周囲の瓦葺き築地塀や塔門は焼け残っているが、肝心の本殿
は、檜皮葺のため焼失してしまっていました。このように爆心地から 2km の地
点で、神社と寺院の被害状況に大きな差が生じているのが興味深いです。
－では次に三大祭りの寺社の被害と復興についてお願いします。
まず胡子神社につきまして、同社は爆心地から 1km 内にあり、建物は全壊全
焼しました。被爆当時、
胡町一帯は建物疎開によって家屋は立退きとなっており、
郊外に移住した人が多くいました。そのため、本通や流川町に比べて原爆死を免
れた人が多く、戦後すぐに焼け跡へ戻り、バラック建ての店を開いた人が多かっ
たのです。こうした人々の支えもあって、昭和 20 年（1945 年）11 月には、社殿
がバラックで再建され、商売繁盛の神として、民家もまばらな都心の焼け跡に、
いち早く神社も復興したのです。昭和 24 年（1949 年）には拝殿も新築され、社
務所も作られて、神社としての体裁も整えられました。氏子も、本通の西側は中
島本町や流川町等に比べて、生き残った人の店が多いのがわかります。
昭和 27 年（1952 年）には 350 年祭が行われ、娯楽の少なかった戦後の混乱期
ということもあり、市内はもとより近隣近在からも多くの人々が訪れ、市電も外
側、屋根まで人があふれ、御幸橋のカーブでは人が押されて、硝子窓が壊れる状
態でした。
その後の経過を簡単にまとめますと、昭和 32 年（1957 年）には中央通に進出
した天満屋の新築に伴い胡子神社の補償問題が解決し、さらに昭和 37 年（1962
年）
、天満屋の増築に伴い胡子神社が東へ移動することとなりました。さらに昭
和 47 年（1972 年）の再開発により、胡子神社はビルの中に鎮座することになり
ました。広島市内の神社では最も立体的な、都市再開発型の神社です。なお昭和
20 年代は専任の宮司がいましたが、いまは広瀬神社の宮司が兼任されていると
のことです。その意味で地域の人々の支えにより神社が維持されていると言えま
す。
次にとうかさん（圓隆寺）につきまして。圓隆寺は原爆により本堂をはじめす
べてが倒壊、炎上する被害を受けました。当時の住職は比治山の陸軍墓地で半身
やけどを負いながらも、昭和 26 年（1951 年）まで寺の復興に当たりました。住
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職の息子は出征中でしたが昭和 20 年（1945 年）
、復員し、父とともに寺の復興
に当たりました。住職は廿日市の出身であったので、廿日市の方から色々な物資
を調達して復興に当たったとのことです。昭和 21 年（1946 年）には本堂をバラッ
ク建てで再建させ、
物資が乏しい中でありながらも祭りを再開させました。当時、
圓隆寺の周りは人家も少なく、檀家も少ない中で、また他の寺社同様、区画整理
により敷地面積が大きく縮小されてしまったとのことで、寺の復興は大変であっ
たとのことです。
とうかさんについてもその後の経過を簡単に述べると、昭和 39 年（1964 年）
に本殿を改築し、灯火堂なども新設、昭和 40 年代には本堂、庫裡、灯火堂が鉄
筋コンクリートで建立されました。中央通が市南部への幹線道路となったことは
圓隆寺にとって好都合でした。ご存知のように、とうかさんは広島の夏の祭りと
してすっかり定着しています。
最後に住吉神社につきまして。戦時中の住吉神社は、質素倹約の時勢もあり、
昭和 17 年（1942 年）の夏祭りから神賑行事は休止され、最低限の祭事しか行わ
れませんでした。住吉神社は爆心地から 1.3km であったため社殿、社務所など
すべてが倒壊、焼失しました。川べりの松は被爆松として移植残存しており、他
に狛犬、注連縄、常夜灯、戦勝記念碑等も残存しています。被爆当日は境内に多
くの罹災者が集まり、臨時救護所が設置されました。川べりにあったため、暁部
隊や呉の海軍等の船によって多数の負傷者が似島や宇品に送られました。
神社を支える地域社会である水主町、鷹野橋、舟入本町一帯は原爆で焦土と化
し、戦後は県庁も水主町から基町に移転し、氏子や神社を支える地域の人々は居
なくなり、
戦後の復興は困難を極めることになります。それでも昭和 21 年（1946
年）7 月 11 日、12 日には夏祭りが復活し、俵もみ、神輿の御神事、住吉踊り、
演劇会等を行っています。昭和 23 年（1948 年）7 月には神殿、社務所をバラッ
クで再建し、夏の例祭も行われました。その後、管弦祭も復活しました。
その後の経過を簡単に追うと次のとおりです。昭和 37 年（1962 年）に神殿、
社務所を新築し、
境内もしだいに整備されてきました。昭和 30 年代になると吉島、
舟入、江波、観音地区は、三菱の江波造船所、観音の機械工場、それに関連する
中小の工場が立地し、社宅や住宅が増え、鷹野橋、水主町、舟入本町、観音本町
の商店街も賑やかとなり、住吉神社の祭りを支える地域社会や商店街の人々の協
力も増大し、祭りも盛んとなりました。平成 8 年（1996 年）には新社殿を作り
ました。管弦祭も行われていますが、商店街での少子化・高齢化等により地域か
らの後援が従来ほどではなくなっている状況です。
三施設とも、早くも被爆当年から翌年にかけて施設を再建させている点が注目
されます。昭和 20 年代は復興した寺社のお祭りが賑やかであったことを、私自
身も記憶しております。
－次に、北川家の氏神社でもある三社についてお願いします。
比治山神社
（黄幡さん）
は竹屋・段原地区の氏神です。被爆時は爆心地から 1.7km
の地点にあり、本殿、社務所も焼失、大きな被害を受けましたが、同社境内で第
二総軍司令部の主催により陸海軍部隊、残存官公署の代表らが集まり、善後策を
協議しました。神社関係では、宮司の親族に多くの死者・死傷者が出て大変だっ
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たそうです。
昭和 21 年（1946 年）
、大野町の親戚の力を借りて木材その他を比治山神社ま
で運び、バラックの本殿と社務所を再建しました。昭和 23 年（1948 年）頃より
神前結婚式が多く行われるようになって、バラックの本殿と社務所を会場に結
婚式場を始めました。昭和 29 年（1954 年）
、氏子の援助もあり、社殿を建設し、
縁結びの神様としても有名になりました。このほか七五三の祭りにも力を入れ、
この祭りでも多くの人が携わるようになりました。昭和 52 年（1977 年）には本
殿を銅版に葺き替え、玉垣も改修し、平成 18 年（2006 年）には社務所や結婚式
場を整備しました。けれど、現在は神前結婚もホテルでも行われるようになり、
神社での結婚式はやや少なくなっているそうです。
鶴羽根神社は爆心地から 2.3km 付近にあり、社殿は全壊しましたが焼失は免
れており、石鳥居や太鼓橋、手水鉢、唐獅子、石灯籠は被爆建造物として残って
います。昭和 20 年（1945 年）秋にはバラックで社殿を再建しました。氏子の範
囲は広島市東部一帯で、広島駅前から市中心部にわたり、今回調査した神社の中
ではもっとも広い地域であり、商店街も多く、神社の再建には好都合であったと
思われれます。神社の位置は駅裏にあり、交通の便は悪いですが、氏子圏が広く、
商店も多くあります。この地域には国鉄関係や逓信・電通関係の役所も多く、そ
うした人々の結婚式や会合の場となり、昭和 20 年代に結婚式場や宴会場を整備
しました。今でも彼らの利用があるとのことです。近年では平成 26 年（2014 年）
に新しい会場を作りました。
最後に白神社ですが、同社は爆心地から 500m 以内にあり、市内ではもっとも
爆心地に近い神社です。明治 6 年（1874 年）に広島の郷社となって以来、市内
有数の神社として栄えてきましたが、原爆により拝殿、社務所などすべて全壊全
焼しました。電車通りに沿いに立地しており、国泰寺の大楠や日銀広島支店と並
び白神社も無残な姿をさらしていました。
被爆後は昭和 20 年（1945 年）秋、宮司が海田の方から荷車で木材を運び、バ
ラックの拝殿兼社務所を作って住んでいましたが、この年の秋の祭りは開催でき
ませんでした。爆心地に近く、
人が住んでいなかったからです。翌昭和 21 年（1946
年）秋には仮拝殿で祭りを開催することができましたが、やはり氏子はほとんど
居ない状況でした。昭和 30 年（1955 年）頃、拝殿と社務所を少し整備し、昭和
62 年（1987 年）には拝殿を新築・拡大しました。
地域の氏神三社につきましても、被爆の年あるいは翌年にはバラックで再建し
ています。占領中の神道政策下にあっても、地域の人々と寺社との結びつきは強
く、素早い再建が可能となったということでしょうか。

おわりに
－多岐にわたるお話し、ありがとうございました。その後、北川会員は広島大学教
育学部に入学・卒業し、昭和 32 年（1957 年）に静岡へと転出されましたが、翌
33 年（1958 年）には広島大学大学院に入学され、以降は広島で研究や教育、社会
活動に従事されました。戦後の広島市内の地域の移り変わりについては、北川他著
『広島新史

地理編』（広島市、1983 年、とくに「第Ⅴ章

行政区の地誌」）や北川

他著『戦後広島の都市診断』
（ミネルヴァ書房、1991 年）として研究成果を発表さ
27

れています。最後に何かございますか？
原爆被爆を挟む大きな変動期を広島に生きた者として、記憶に残っている個人
的なことがらが、広島市の歴史を思い描く際、何がしかの手がかりを読者のみな
さんに提供することができれば嬉しく思います。
また、関連して、市内のいくつかの寺社の被災と復興について、調査した内容
を部分的ながら紹介することもできました。今後、若い世代の人たちが、広島の
歴史をより深く研究し、発表されることを期待します。
（以上）
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