在住 の経済学者藤 田敬三氏 （
元大阪経済大学学

てきま した

長） は藤 田整さ ん の父君 です。 まだ若 い大学教

藤 田さ ん

巨星相次 いで墜 つ。

員 であ った藤 田整さ んは財団設立直後 に自治会

は、とり戻

正月早 々、藤 田整さん （
大阪市立大学名

誉教授）と金 子碧さん （
元自治会長） の相
次ぐ訃報を聞 いた私 の実感 です。
自治会館をとり戻す闘 いの道 半ば で角 山

15

14

栄さん （ 年）、大久保博之さん （ 年）

役員とな り、自動的 に財団理事 も務 められま し す会 が発足
た。 こう した経緯を お聞きす るため、厚 かま し し弁護 士を
くも先生 のお宅を何度 も訪問 しま した。 井上弁 探 して いる
頃 に、知 り
護 士と 一緒 にお邪魔 した こともあ りま した。
大久保さ ん （
元堺市助役） は、 「
会館を財団

合 いの弁護

しま った こと は、誠 に痛恨 の極 みであ ると

名義 と せず 堺市 の名義 にしておけば あ んな男 に 士さ んを紹
乗 っ取られず に済 んだ かも しれな い」と悔や ん 介 してくれ

とも に申 し訳な い気持ち で 一杯 です。

でおられま した。

に続き、藤 田さ ん、金 子さ んま でも失 って

大阪 の事務

こ の四人 の長老 は自治会館をとり戻す運

角 山さ ん （
元和歌 山大学学長、堺市博物館館

所ま で二回

動 の当初 から、 お亡くな りにな る最後 の瞬

長） は 「
紙 の上だけ で財団名義 であ っても共有

も 一緒 に行

間ま で私たちを力強 く支え励ま して下さ い

財産 に変わ りはな い」と喝破さ れま した。

ってくださ

金 子さ んは、上 田氏 の法廷証言を聞き 「
全く

ま した。

自治会創立 50 周年にできた「向ヶ丘町物故者供養塔」
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相次ぐ長老 の無念 の死を悼む

いま した。

有財産 であ る自

い」と憤慨 しておら

こ の四人 の長老 は、 いうなれば向 ヶ丘 の知性

治会館をどうす

れま した。 不当 にも

と良 心を代表す る誇 る べき存在 であ り、とり戻

「
被告」 の汚名を着

す運動 の象徴的な存在 でした。夜空 に輝き、私

藤田整さん

れば法的 にも安

定さ せ、安 心 し
て地域 の子孫 に

角山榮さん

反省 の色 が見られな

50

数年前、共

せられたまま旅立 っ たち の行方 を教え てくれ る巨きな星 でした。
必ず自治会館をとり戻 し、 四人 の長老を はじ
た金 子さ んとご遺族
の無念 を思うと 「
何

めす でにお亡くな りにな った地域 の諸先輩方 の

の先輩たちが模

と してもとり戻すま

無念 を晴らす報告が出来 るそ の日ま で、最後ま

で頑張 る、ウ ソ つい

で頑張 りぬく ことを誓 います。

金子碧さん

索 して いた時期
西村駒吉氏 （
財

団初代 理事長）

が相談 した地 元

大久保博之さん

残 せるかを地域

た者勝ち の町にして
は いけな い」気持ち

が 一層強 く こみ上げ
てきます。

どう か安ら かにお眠りくださ い。

山 下隆也 （
自治会館 ＰＴ代表）

