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佐藤暢哉さん＊楽生会会長
昭和 2 年生まれ、米寿。大分県
出身。40 年の教師生活の後、
老人会の手伝いから地域活動
へ、26 年余り。榎本在住 60 年。
平成 26 年瑞宝双光章授章。

榎本今昔物語
教えて！ もっともっと

えのもっと！！
えのもと放出の事をもっと知りたい！

昭和の榎本がどのように平成の今に移り変わってきたのか
地域の大先輩おふたりをお相手に、栄町寺子屋の
大学生スタッフが思う存分切り込みました。
2015.8.24＊寺子屋＠栄町フリースペース

総司会：小池秀明さん
（子ども見守り隊長）
司会：西村牧子さん
（きりこみ隊長）

企画進行：竹田椋さん

榎本住まいは愛妻家の証！
なぜ榎本に来られたのですか？

木村：そら家内の地元ということで。な
んせ惚れてましたからね。
佐藤：うちは家内も教員で職場も近い、
両親と一緒に住みたいということで。
私は八尾まで電車を乗り継いでずっと
通いました。けど家内第一ですしな。

人と人との垣根がなくなって。
昔と今、大きく変わったところは？

佐藤：S24 年、教生（教育実習）を２週
間榎本小学校で。駅から学校が見えて
ました。ここに住むようになっても電車
は20分に1本。待ち時間、鶴橋、京橋で
ちょっと一杯の関所がありまして(笑 )
公設市場は錦市場のような賑わいで
「買うてってぇ」「まけといてぇや」みた
いなやり取りがありましたね。けど、こ
こらには長屋的な気質も未だにあって
孤独感はありません。見知らぬ人にも
温かい。障がい者の方が「注目されな
い自由さがある」と言われてた。特別で
ない、みんな一緒という感覚。まぁ色々
とぶつかることもあるけど、それを悩
むことが私の認知症の予防になってる
と思って。自分のための活動で住みや
すい街にするっていうのがいいですね。
木村：地域のために一生懸命やるとい
う中で、新しい住民と地元旧家の人と

の垣根が段々なくなって、ここを良くし
たいという思いが融け合っていきまし
たね。安心安全で、子育てのしやすい
街と言われ始めて、一つ一つのつなが
りが大きく広がって今の榎本になった。

孫はすべてが可愛いですわ。
お孫さんとのエピソードを！

佐藤：今もすぐ近くに住んでいます。女
の子二人。上が教師、下も会社に務め
ています。孫同士、話をしているのを聞
いていても分からないところがありま
すが、立派になったなと。月に 1 ぺんは
家内が頑張って会食をしています。息
子とはあまり話をしたことがなく、飲ん
だことも１，２度かな。息子と飲みたかっ
た、これは親父の永遠のテーマかなぁ。

木村：孫は 27 歳で男ひとり、独身。中
学の時は結構手こずった事もあったけ
ど、すべてが可愛い。休みにはうちに
来てご飯も一緒に食べる。いつか親を
越えよと、期待もあるなぁ。
小池：そういえば親父とはあんまり飲
んだことないですね。うぅぅん…。

佐藤：親父が転勤を繰り返していたの
で、あまり思い出はないんですけど、私
は男で初孫だったので、特別かわい
がってもらってたよと妹たちは言いま
すな。それより、おじさん、おばさんと
の思い出の方が多い。明治大学の応援
団をしてた叔父に六大学野球に連れて
行ってもらって、顔パスで入るのに驚
きました。小遣いを毎回 500 円くれる
叔父とか。親父に言いにくいことも叔
父たちには相談してました。親類の繋
がりは年によって薄くなることもある
けど、やっぱりええもんです。
木村：いやぁ、顔も覚えてないですね。
写真は残ってますけどね。親父が東京
生まれ、お袋は大阪。親父は洋食のコッ
クで東京→大阪→高松と転勤。親戚の
付き合いは、わりあい希薄でしたねぇ。

木村武史さん＊地活協理事長
昭和14 年生まれ、76 歳。香川
県高松市出身。PTA、子ども会
を経て 49 歳で町会長に。地域
活動 34 年。榎本在住 50 年。

近畿大学で社会学を学ぶ4回生
榎本に関わりを持って半年余り！

相談ごとは叔父叔母に。
お祖父さん、お祖母さんとの

思い出は？
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段野 静 枝 様　大正２年  ４月１０日生まれ １０２歳

横 枕 光 吉 様　大 正 ３年  ３月１５日生まれ １０ １歳

池中ことみ 様　大 正３年  ９月１８日生まれ １０１歳

田 中 キ ヌ 様 　大正３年１２月２５日生まれ １００歳

森 本 隆 繁 様　大正４年  ５月２４日生まれ １００歳

社会勉強は縁台で
子供時代の

地域の大人との関わりは？
木村：終戦の年に小学校 1 年。大人と
の付き合いどころではなかったわ。そ
れでも今覚えてるのは徴用（軍需工場
などに強制的に働きに行くこと）の若い
人たちが国民服を着て、ゲートルを巻
いて隊列組んで工場へ向かう姿。家族
から離れて来ている人たちなので、子
どもとして、よぉ可愛がってもろた。そ
んなこともあって、空襲を受けて工場
も家も焼け、その工場の壁にバラック
を立てて住んでた頃、家の中をすっと
兵隊さんが通り抜けていくのを見た。
誰も信じてくれへんかったけど、あぁ、
帰って来はってんなと思ったね。機銃
掃射で攻撃されるのも体験した。蚊の
鳴くような音で近づいてきたと思った
ら、轟音に変わり、大きなゴーグルをつ
けてる顔まで見えるような至近距離。
水を張った田んぼに伏せたこともあっ

たで。そういうわけ
で、勉強らしいもの
は 5,6 年になってか
ら。校舎も足りひん
から、3,4 年ぐらい
までは青空教室い
うて、運動場での
授業もあったよ。
ちょっとずつ生活
も安定して、ちゃん

とした家に住み始めると、夏は縁台に
団扇を持って集まりましたね。社会的
な勉強はそこで近所のお兄ちゃんや
おっちゃんに教わりました。「女はなぁ
～、男っちゅうもんはなぁ」と縁台で社
会常識の『色々』を勉強しました(笑 )

目の前の子供を
どうするかを一番に

今の若い人に言いたいことは？
佐藤：八尾の久宝
寺村で徴用に行く
か代用教員に行く
かの選択で 17 歳で
教員に。最初の教
え子がもう 80 歳。
大阪師範学校を出
て、僕らは放課後、
野球部を作って児
童に野球を教え、
学校対抗戦などして楽しかったです
よ。今はそんなこと無理でしょうな。
老人会も人数が減ってきましてね、60
くらいでは入ろうとしませんし、会長は
引き受け手もない。責任をもつのが嫌
なんかなぁ。校長のなり手も少ないで
すね。若い人は自由なようで、自由がな
い。あちこちぶつかりながらも、やって
いこうという気概が薄いというか、させ
てもらえないんですね。職場の中での
交流も暇がなく、目の前の子供をどう
するかを一番に考えてほしいなぁと
思ってますよ。郷愁かもしれないけど、
先生と子供の関係もどうなのかなぁ。
九九でも「お前覚えてこなどつくぞ！」
が通じる時代でしたね。個人の尊厳、
自由が時代の流れといえばそれまでで
すけどねぇ。

年寄りの元気なとこは
地域も元気

今日の感想をお聞かせください

佐藤：いやぁ、八十路のもんが色んな
勝手なこと事言うてすんませんでした。
高齢者がどんなこと考えてるか聞いて
もらえる機会は少ないし、戦争のこと

も、なかなか喋りたがらない人も多い。
けど今日は、聞き手がよかったせいか、
ほんまにたくさん喋れました。
今はみんなが忙しい世の中、なんとか
余裕を持って生活しないと、忙しい中
で生まれるものは何もない。いい子供
は育たない。子供や女性、弱いとこへ
必ずしわ寄せが行く。
寺子屋も気になって時々覗いてます
よ。子供が自分たちでやるのは大切。
そしてそこをどういうふうに引っ張って
いってやるかが重要。大人の考えを押
し付けず、子供は未完成やということ
をよく知って、頑張ってくださいよ。
年寄りの元気なとこは地域も元気。そ
して木村さんが機関車になって引っ
張ってる榎本。地域の元気なとこは年
寄りも元気なんですわ。
木村：なにはともあれ、近頃は、自分の
子供を産んで、自分の子供やと思わん
のかなぁ。自分の子やと思ったら放っ
たらかしにするようなこともないし、親
がしっかり教えてきてくれたことを伝
えきれてないなと思う。それができな
い世の中はおかしいよなぁ。生まれて
きた子供は今も昔も一緒。大人の責任
を果たしていかなあかんなぁ。
老人会の会長は歴代長生き。佐藤さ
んも、まだまだずっと続けて頑張ってく
ださいや。戦後のことはもうちょっと話
したかったな。

小池：本当にいろんなお話をいっぱい
聞かせて頂くいい機会を貰いました。
お二人のように大きい人間になりたい。
西村：まるでドラマを観てるようなお話
でした。ありがとうございました。
竹田：風化させてはいけないお話、子
ども逹と触れ合う中で伝えていければ
と思います。　　　　　　　（終わり）

敬老の日という記念日に

ご長寿をお祝い申し上げますとともに

幾久しくご健勝であられますよう

心よりお祈りいたします。

本年度敬老慰安大会の中止について
榎本小学校講堂の改修工事に伴い、残念
ながら本年度の敬老慰安大会は中止とな
りました。町会を通してお申し出いただ
いた榎本地域の 2600 名を数える 70 歳以
上の皆さまには、お祝いのお品をお届け
いたしますと共に、心よりの感謝を申し
上げます。ますます御健勝にお過ごし頂
き、来年の敬老慰安大会でお会いできま
すことを楽しみに致しております。


