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はじめに

この被爆顔なし羅漢さん物語りは、昭和２０年（１９４５年）８月６日、８時１５分、アメリカによって広島に世界で初
めての原子爆弾が投下され、多くの人達や、動物、植物が死に、この羅漢さんも、白島で被爆し、顔が無くなってしまった
と言う、本当にあったことを物語にしました。

ある人が、羅漢さんを牛田にお連れし、街の人たちが、顔をセメントでなおしました。
街のひとたちや、広島光明学園のお友達や、動物たちも、羅漢さんに、この地球上から核兵器が無くなり、戦争の無い、
平和な街になりますようにと、一生懸命お願いしました。

今、地球上には、１万６千発の核弾頭があり、もし核戦争が起これば、地球は何度も消滅します。
７０年前の広島や、長崎のように、街全体が破壊されます。
今年になって、北朝鮮の核実験や長距離ミサイル発射など、まさに世界の平和を脅かしています。

これからも、私たちは、被爆顔無し羅漢さんとともに、地球上から核兵器や戦争がなくなり、世界や、日本、広島、牛田
が平和になるまで、一生懸命がんばります。

この物語を作った、広島光明学園の碓井園長さんや、職員、ご近所の方、うすい事務所、光明寺、また、絵（挿絵）につ
いては、園児も参画しました。関係者のみなさんに、心より感謝申し上げます。

平成２８年２月７日

被爆顔なし羅漢さん管理者
社会福祉法人広島光明学園理事長 碓井 法明



広島市の牛田の町に 毛利輝元が この山から広島城をつくるときに見立
てた 見立山（牛田山）という 山があります。

その 見立山の 記念塔の下に 原爆顔なし子守り地蔵と呼ばれる お地
蔵さんがありました。

このお地蔵さんは 昭和２０年（１９４５年）の８月６日の午前８時１５
分に広島に落とされた 一発の原子爆弾によって 顔がこわれて 町の人々
により セメントで顔がつくられたのです。
このお話は そのお地蔵さんと お地蔵さんを ずっと守ってきた 牛田

の人たちや子どもたちの物語です。
今から７０年前のことです。
日本はアメリカと戦争をしていました。
第二次世界大戦です。
広島の町も 日本が戦争に勝つために 大人も 子どもも 食べ物さえ無

い 苦しい生活をしながら くらしていました。
そのころ お地蔵さんは 白島という町で 戦争をやめて人々が幸せに

楽しくくらせるようにと 静かに見守っていました。



昭和２０年（１９４５年）８月６日 朝８時１５分
アメリ軍の戦闘機 B－２９エノラ・ゲイ号が 広島の町に 爆弾を

一発 落としていきました。
それは 世界で初めての原子爆弾でした。
あたり一面に 見たことのない
『ピカッ！』

という 目もくらむような強い光と 聞いたことのない
『ドーン！』

という ものすごい音と共に 一瞬で 人も 家も 木も 動物達も 何もかも
吹き飛んで 焼野原になってしまいました。
恐ろしいほどの熱線と 息ができないほどの熱風で 広島の人たちは 大人も子

どもも 大やけどをおい 手の皮ふが ぼろきれのように 前にたれ下がり それ
でも足を引きずって 火の海の中を みんな みんな 家族を探して歩き始めまし
た。
「み…ず… み…ず…を…」
「おかあ…さ… ん…」
「あつい… あついよー！」
「た…す…け…て…」



熱くて 熱くて 水を飲んだ人たちも 家族を探して 歩けなくなった人たち
も やけどをした体を冷やそうと 川に入った人たちも 建物の下敷きになって
出られず そのまま 燃え尽きてしまった人たちも みんな みんな死んでしま
いました。助かった人たちも しばらくするとひどい原爆症にかかり 約１４万
人の人びとが 次々と死んでいきました。

そして３日後の８月９日には 長崎にも原爆が落とされ 約７万人の人が 死
んでいきました。
お地蔵さんも 白島町で被爆しました。お地蔵さんは すさまじい原爆の力で

台座ごと吹き飛ばされ 倒れて顔が無くなりました。
お地蔵さんは 倒れたままでも みんなを見守ることを忘れず 白島町で し

んちゃんという３歳の男の子が 大切な三輪車を握ったまま 死んでしまったこ
とや 中区の本川町あたりで見つかった 中学一年生の 折免滋くんの 焼け焦
げた真っ黒なお弁当箱や 森毅くんのベルトの金具など 被爆して死んだ人たち
や 探しに来たお父さんお母さんの つらく悲しい様子を みんな見てきました。

何もかも無くなってしまった広島の町には ７５年は 草木も生えないと言わ
れました。
しかし 広島の人たちは 原爆に負けませんでした。
牛田の浄水場では すぐに 水道ポンプを活動させ 路面電車を走らせ 市役

所も 銀行も開き 焼け焦げたはずの 夾竹桃は花を咲かせ 青桐の木は 芽を
出したのです。



原爆が落ちてから しばらくたった ある日
大八車をひいた 男の人が がれきに埋もれているお地蔵さんをみつけました。

「おや こんなところに お地蔵さんが倒れとるわ。かわいそうに…顔が欠けと
るじゃあないか。お地蔵さんも ピカドンのせいで ひどい目に あったんじゃ
のう…」
男の人は お地蔵さんを このまま ここに置いては かわいそうと思い 大

八車に乗せて 自分の家がある 牛田の町に運びました。
牛田に着くと 近所の人たちが 集まってきました。

「ピカドンのせいで 顔が無いんか。こりゃかわいそうじゃのう。」
「このお地蔵さんが 落ち着ける いい場所が どこかにないかのう…」
「そうじゃ！見立山のふもとの 大きな 椋木のそばはどうじゃろうか。」
「おお ええ 考えじゃ。あそこは 椋の実を 採ったりして 子どもたちも小
鳥も遊びに来る所じゃけぇ みんなでお参りできるしのぉ…」
「そうしようや。」



お地蔵さんは 椋木の下に 置かれました。
それからは 椋の実や 原爆が落ちて初めて咲いた夾竹桃の花を供える人 お

水をもって お地蔵さんを お参りする人など 椋木の下で遊ぶ子どもや 鳥や
動物たちも増えていきました。
ある日 椋木の下で遊ぶ子ども達や動物が言いました。

「このお地蔵さんは 顔が無いね。」
「ほんまじゃね。」
「かわいそうね。きっと原爆で壊れたんよ。」
「このままだと お化けのお地蔵さんになるかもしれんで。」
「ほんまじゃ ほんまじゃ。」
それを聞いた大人たちは 相談しました。



「これからは 核兵器や戦争のない 平和な世界を わしらが子ども達に教えて
いかにゃあいけんよ。」
「原爆に負けたらいけん。がんばるんじゃ！」
「そうじゃ！みんなで 顔を こしらえてあげたら ええんよ。」
「そうじゃのぉ…。」
「よし！つくろう！」
牛田の人たちは なんとか工夫して お地蔵さんの顔を作り ほこらも建てて

お地蔵さんをその中に置きました。そして 赤い帽子や前掛けを作って お地蔵
さんにつけると 子どもや動物たちも お地蔵さんを もっと大切にするように
なりました。



それから 月日が流れました。
牛田の町は 住む人が だんだんと増え 家や 新しい道路をつくる工事が盛

んになりました。
お地蔵さんのまわりも 工事が始まるので お地蔵さんを 別の場所に 動か

さなくては ならなくなりました。
近所の人が 集まって相談し お地蔵さんを 見立山の中腹の記念塔の下の

水道局の管理地に置くことにしました。ほこらを コンクリートでがっしりと作
り 台座も固めて お地蔵さんを その中に置きました。



お地蔵さんが 牛田にやって来て ４０年がたったある日 また別の 一人の
お母さんが 悲しい気持ちで お地蔵さんの所に来ました。
お母さんは お地蔵さんに 話しかけました。

「お地蔵さん 初めまして。近所の人から ここにお地蔵さんがあることを聞い
て来ました。
私の息子は 事故で急に亡くなりました。それからは毎日が辛くて悲しくてた

まりません。ここで息子の冥福を祈らせてください。」
それから そのお母さんは 毎朝 お地蔵さんにお参りするようになりました。
そして 近所の人と 仏具を持ちより お花や お水や お線香を供えたり

広島光明学園の園長先生も 赤い帽子や前掛けが古くなると 作りかえたりしま
した。
そのお母さんは お地蔵さんにお参りすることで だんだんと気持ちが明るく

なっていきました。



お地蔵さんの所には 困った人だけでなく 元気な子ども達も 集まっていま
した。
ピッピッ！
「ファイト！」
ピッピッ！
「ファイト！」
近くの広島光明学園の サッカー部のメンバーが 碓井法明理事長先生の 笛

の合図で お地蔵さんの前まで 坂道を 走って上がって来ていました。
「お地蔵さん おはようございます！」
「今日も一日 がんばりますので みんなを お守りください。」
お地蔵さんは ニコニコと

『がんばれよー…！』
と 言うように 子ども達を迎えてくれました。



お地蔵さんが被爆してから ７０年を迎えました。
今でも 広島光明学園の理事長先生や園長先生や先生たちと 年長組や年中組

のお友達は 元気に坂道を上って お地蔵さんにお参りしています。また 近所
の曽根さんや西村さんも お参りを続けています。
ピカドンにあい 顔が無くなり その顔を直してもらい たびたび引っ越しな

がらも お地蔵さんは いつもみんなの願いを かなえてきました。

しかし 牛田の町でも 年をとって足が悪くなり きつい坂道を上がることが
できない人が増えてきました。

そこで ０歳から１２０歳まで いつでもだれでも お参りできるようにと
『原爆顔なし子守地蔵さん』は 坂道をおりた 牛田本町の光明寺に移転するこ
とになりました



光明寺で 新しいヒノキのお堂に お地蔵さんを置いたとき 光明寺の住職
碓井真行先生が
「この石像は 払子を持っていらっしゃる。これは お地蔵さんではなく 羅漢
さんかもしれません。そういえばわたしは 不思議な夢を見ました。目が吊り上
がり 口をきゅっとむすんだ たくましい男の人が 茶色い帽子をかぶり 茶色
い服を着て 横たわっていました。この石仏の姿は その方に 似ています。」
と言いました。
お地蔵さんは 羅漢さんという 石でできた仏様だったようです。
そして名前を『被爆顔なし羅漢さん』としました。
羅漢さんが置かれた光明寺は ７０年前に 羅漢さんと同じように 原爆を受

けています。
羅漢さんは まるで もとにいたお寺に帰るように 光明寺に 置かれること

になったのです。



それから 昭和２０年８月６日の原爆の日に因んで 毎月６日の日に 広島光
明学園や牛田新町光明保育園の園児が 羅漢さんの帽子を 作ることに決めまし
た。
園児のみんなは 世界ではじめて核兵器を作り広島や 長崎に落として実験を

したアメリカの 今のオバマ大統領に「平和になるようにしてください。」「戦
争をしないでください。」「核兵器を作らないでください。」と訴えています。

そして光明寺に置かれた『被爆顔なし羅漢さん』も 一日でも早く 地球上か
ら核兵器や戦争の無い 平和な世界になるように 今日も みんなのことを 静
かに 見守り続けてくれています。

終わり



取材の協力ありがとうございました（敬省略 順不同）
曽根 エミ子 西村 信江 森山 泰政 村上 ハツコ 高橋 敦子 碓井 巧
金田 正幸 金田 千恵子 門村 敏子 室積 慶枝 樽本 正美 入野 泰子
飯田 修次 沖 一治 沖 久枝 猪木 茂和 うすい法明事務所
光明寺住職 碓井 真行 光明寺 碓井 青河
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おわりに
この『被爆顔なし羅漢さん物語り』の制作にあたり、長く牛田に住んでおられる方々に、昔の牛田の風景や、人々のくら
しについて教えて頂きました。
そこで、わかったことは、顔なし地蔵さんと呼ばれていた時から、羅漢さんは、牛田の人たちの生活の一部であり、大切
に守られてきたということです。
光明寺に移ってからは、道行く人が立ち止まって、羅漢さんを拝んでいます。
これからも、『被爆顔なし羅漢さん物語り』は、原爆を受けた証人として、牛田の人たちと共に歴史を刻み、広島や長崎
や世界に向けて、核兵器の廃絶や戦争のない世界恒久平和の確立を、訴え続けていくと思います。
そして、このお話も、まだまだ続きが、出来ていくことでしょう。

広島光明学園 園長 碓井 智紗子
園長 岡崎 法子

牛田新町光明保育園 園長 永里 真弓
広島光明学園 山根 未来

職員一同


