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本日の「偲ぶ会」の案内に同封した返信ハガキの「何か一言」を中心に構成しまた。ただし、

紙幅の関係もあつてすべてを転記することはできませんでした。敬称を略したことも含めて、

ご容赦ください  (実行委事務局・丹羽通晴)

秋定 嘉和  (京都部落問題研究資料センター)

現在、昨年以来の病気回復のためリハビリセンターに通つています。脳と体機能に障害

が残つています:沖浦会の皆さんによろしく

浅井 明  (桃山学院大学教務部)

桃山学院大学の学長をはじめ要職をつとめられたなかで、将棋を職員の人たちと指され

ていた先生の庶民的なお人柄がしのばれます

荒井 啓子  (沖浦ツアー会員?)

この夏、先生がインドネシアの海に帰られた時、ご一緒でき感謝です

新井 ひろみ

沖浦先生の熱く語る様子が浮かんできます。響いてきます。あらためて先生のご著書を

経いております。ご冥福をお祈りいたします

安藤 紀典  (フ ロント)

家族の事情で出席できません。私の知る沖浦さんの思い出を少しずつ書き始めています
生島 政夫  (桃山大学沖浦ゼミOB)
先生がツヒ山大学学長の時に推薦状を書いていただき、神戸大学経営学部に編入 。卒業で

きました。ありがとうございました。心から御冥福をおいのり申し上げます

池田 祥子  (前 。こども教育宝仙大学)

直接にお会いしたのは一度だけ、です。ただ、活字を通して、一方的に気になっており
ました。第二次「現代の理論」の編集に関わっていますご縁で、出席させて頂きます
池田 孝雄

ゼミ仲間と先生自宅書斎で人を引きつける話、語り口を聞いた事、昨日の様に思い出し
ます

一丸 雅和  (小寺山康雄グループ)

大きな芦で、わかりやすく話され、豪快に笑われる先生が大好きでした。日本の聖と賤、
竹の民俗誌、瀬戸内の民俗誌、等々、とても勉強させていただきました

井村 紘  (リ バティおおさか)

沖浦先生は、「天国」で執筆活動の続きをなさっておられるのでしょうね ! 何時の日
かあの世へ行き、お会い出来たら、楽しい講義の続きを聴きたいと思っています



岸 田 文子

沖浦先生に学ぶことの喜びや楽 しさを教えて頂きました。帰幽されてからの方が先生と
いつも共にあるかんじを強く感 じています

北門 照崇   (桃山学院大学解放研OBOG会 )

出席できないことが大変惜 しいです。先生の講義はい うまでもなく、昼食のあんパン買
いのおつかいや、アメリカ原住民に似ているということでかわいがってくださったことは、

私にとってはかけがいのない財産になっています

胡桃澤 伸  (精神科医)

沖浦先生にお会いして、お話を聴くことができないなんて、悲しくてなりません。沖浦

先生に教えていただぃたことを大切にして生きていこうと思います

黒川 みどり  (静岡大学教育学部)

先生とは 2回ほど研究会等でお目にかかる機会に恵まれました。いま、鳥居龍蔵や高橋

貞樹について書いています。先生に読んでいただきたかったです

糀 秀章  (大阪府立松原高等学校)

インドヘご一緒させていただぃたことは、今でも私の宝物です

小島 伸豊

「近代の崩壊と人類史の未来」(1980年刊)の予言、予想は鋭く、現代の 21世紀初頭の世

界を予想 したものである。合掌

小村 滋

先 日(9月 16日 )、 友人らと沖浦先生の父祖の地、福山市輌の浦平に行つて、先生のこと

をしのんで帰 りました

小山 帥人  (沖浦会)

山暮れて紅葉 (も みじ)の朱 (あ け)を奪いけり

佐伯 かお り

桃大での講義の一受講生です。でも、もう一度沖浦節を聞かせて頂きたかったです

阪下 允  (桃大解放研 OB-79F203)
ご自宅でのやさしかった思い出。36年前、本場イン ドの香辛料で手作 りしてご馳走して

くださったカレーライスは今でもすごく覚えています

阪本 弘明

日本文学を受講してファンとなりました-1967年 4月 へ遡及

佐藤 千恵子

素人研究で 「京都のキリス ト教の歴史」について調べています。笠井先生の紹介で同和

研究会の秋のフィール ドワークに続けて参加 させていただいています。知識も無く参加 し

ていたのですが、新聞で先生の訃報に接し、先生の著書を 6冊読み、歴史の見方が一変 し

ました。ギリギリセーフ (又 は一歩遅かった)自 称弟子ですが、先生のお人柄に少 しでも触

れたく、末席にて参カロさせていただきたく思います



志野 忠司

53年前に現代社会主義研究会で出会い、ノヽ年前、朝日カルチャー講座で 45年振 りに再会

しました

城地 昌子

インド、イン ドネシア旅行で勉強させていただきました

自石 正明

沖浦先生は学者 として広いフィール ドをもつておられただけでなく、学長という事務力

を備えた多彩な方でした

杉村 昌昭

昔、沖浦さんに大阪女子大にきてコーエンしてもらつたことをなつかしく思い出します

杉本 昭典

私が初めて沖浦さんと会つたのは 1961年 、「あびこ」の家での会合でした。30年世代で

真の革命党を、と意気盛んなときで、一緒に活動した同志の多くは志半ばで鬼籍に入 り、

淋 しい思いがします。私も足腰が悪く欠席 しますが、全金田中機械の闘争の支援など忘れ

ません。老骨ですが闘います。ご冥福を祈 ります

頭士 倫典  (加茂人権問題研究会)

同日(11月 3日 )我が研究会でも沖浦先生を偲ぶ催 しを計画しています

周藤 浩  (みやき整形外科クリニック)

何故 「挑めるか」の理由を教えて下さり、有難 うございました

角 文俊

私のとっての三巨星。マルクス。吉本隆明。沖浦和光。永遠に到達することのない道標

であり、優 しく人間味あふれる沖浦先生でした

住 田 育子  (部落解放同盟大阪府連住吉支部)

部落問題が暗い陰 うつな話だけではなく、わくわくするような興味深いものだと教えて

くださつたのは沖浦先生です。40年たつてもおもしろくて、部落を出る気になれません

隅谷 恵

30年程前にイン ドネシア旅行で沖浦先生御夫妻 と一緒になつた桃山学院大学のOGです。

当日は予定があり伺えませんが、当時のこと思い出してお ります

竹中 暉雄

寂蓼‖

田中 友紀

ご生前、イン ドヘの研修旅行で大変お世話になりました。未熟な私にも気さくに接 して

下さり、あたたかい笑顔が忘れられません。心よりご冥福をお祈 り申しあげ、お礼申しあ

げます

田畑 稔   (季刊唯物論研究編集長)

部落史や芸能史でのスケールの大きな仕事をされ、敬服 してきました



塚田 幸子

エネルギーの塊のような沖浦先生が亡くなられたとは、信じられません。存在感があま

りにも大きかつたので…

塚原 節子  (イ ンドネシアの夏家族)

どの人にもどんなことにも、ことばを借しまれなかつた先生…。インドネシアの旅や講

座でのひとコマなどふつと想い出しては、あたたかい気分になります

戸江 雅一  (岸和田市立野村中学校校長)

ご自宅で トラジャコーヒーを頂きながら、先生は、今度生まれ変われるものなら人類学

の研究をしたいと話されたことが蘇ってきます

徳田 敬  (糸島市教育委員会)

先生から声をかけていただいて参加 したスラウェシの人権の旅は、現在も私の人権啓発

活動の大きな力となつています。沖浦先生のご冥福をお祈り申し上げます

土倉 莞爾  (関西大学名誉教授)

沖浦先生には院生時代に一度、多勢と一緒にお日にかかつたことがあります

富岡 秀樹

9/15～ 9/22キューバに旅行しました。サンタ・クララのチェ・ゲバラの墓に参つた。学

生時代を思い出す

友永 健三

世界地図を掲げ、壇上を左右に動きながら、熱弁をふるわれていた姿が街彿と思い出さ

れます

外山 淳子・佐野 敏雄  (桃大解放研)

沖浦先生の豪快さ、たのもしさが大変好きでした !

豊福 司郎

インドネシアのメナ ドにて椰子の木立の間で漆黒の間の中に先生と見た、あの大きなダ

イヤのような星の輝きは忘れることができない。先生もあのインドネシアの星になられた

のでしよつ

永池 光子

第 2回インド旅行でダリットの青年の学校見学の時、先生が突然マイクを握 り、英語で

アジテーションした事、今でも私の中で鮮明です

中岡 哲郎  (元大阪市立大学経済学部)

沖浦の仕事をたたえるスピーチをささげたいと思つています

中野 和  (泉佐野市役所)

ショックです。一言つて言いようがありません。桃もイチゴもピチピチのシラスも、も

う食べていただけません。残念です

中山 銀士  (中 山デザイン事務所)

おそらく先生の魂は、幻の「スンダランド」を旅しておられることでしよう



中村 久子  (佐賀部落解放研究所)

大きな大きな空洞が、大地にぽっかりあいてしまつたような気がします。沖浦先生こそ

は、いつまでもあの豪快なお声を響かせてスケールの大きな世界を語つてくださるものと

思いこんでいたのでしたが・・・。人のいのちには限りがあると、あらためて知らされた気が

します

なべ おさみ

遠い少年時代の先生がこの胸に存在していて、ありがたい事

南波 春樹  (欄ナンバーフン・プランニング)

自営業の様な小さな会社で、どうにも当日のヤリクリがつかず参加できません、残念で

す。毎年の年賀状に先生の著作があり、時々買つて読んでいました。これからは改めて読

み直してみたいと思います。笠松明弘君によろしくとお伝え下さいませ

西尾 紀臣

このところ体調が崩れ、無理ができません。お許し下さい。沖浦さんには、インド旅行

で大変お世話になりました。恵子さまにもよろしくお伝え下さい

西村 真一郎  (朝 日放送社友)

新宮、名護屋で日本夕1島古代の人々の生の姿がよく想起できるようになりました。天国

でも韓流時代劇をお楽しみください。合掌‖

西村 秀樹  (近畿大学人権問題研究所教員)

沖浦先生がいらっしゃらないと学問の世界にも人権研究にも、笑いが少なくなつてさみ

しいです

野口 道彦

安保法制の強行採決という今の情況のなか、沖浦さんならどのような闘いをしたのだろ

うかと、最近考えています

畑 勝美  (大阪市立橘小学校)

沖浦先生のあの豪快な話や、その折のしぐさや表情が、ありありと思い出されます

服部 良一

当日、脱原発集会で発言が決っていまして、どうしても参加出来ません。ご盛会を

馬場 徳夫

日本における社会主義運動や反差別の運動など、理論、運動の柱でありました

花井 嘉代

先日、初めて「室津」へ友人と行つてきました。先生お気に入りの小さな港はとても美

しかつたけどどこか淋 しげでした。先生 ! 少しごゆつくりされた後、今度は「室津」で

大活躍されますように一

浜田 恵子  (夏家族)

生前の沖浦先生に “人は学歴ではない職種ではない"と 大変なおしかりを受けました。

私は沖浦会のメンバーにコンプレックスを持っていました



濱野 浩

「そうなっておるんじゃよ」そんな強引な言葉に背中を押され、ここまで歩むことがで

きました。もう一度マンザイみたいな会話がしたかつたです。ありがとうございました

原山 理  (桃山学院大学)

豪放義侠の士であられた先生のおもかげを折にふれて想起しています

平田 美知子

沖浦先生には大変お世話になり、出席できないことが残念でなりません。特に「山の民・

海の民」のときは、五木さんとご一緒に広島に来られ充実した時間を過ごすことができま

した

平山 善郎  (桃大)

仲人をしていただきました。40年を迎える事が出来ました

福島 太郎  (元桃山学院職員)

「オレは四段に勝つたから五段や」名言です

福島 俊弘  (天理の夜間中学をつくり育てる会)

インドの旅に参加させていただきました。団長の沖浦先生の魅力は忘れることはできま

せん

藤島 麻里子  (桃山学院大学部落解放研究会)

在学中の数少ない大好きな講義のひとつでした。日を輝かせて話しておられたインドの

話、日本の海賊の話は忘れません。ありがとうございました

藤本 博司  (沖浦ゼミOB)

先生の著作集発刊を心待ちにしております。笠松クンご苦労さまですね

麓 豊司  (桃山学院大学解放研OB)

先生との思い出はたくさんありますが、大学のカリキュラムの改訂の際、人権教育 (特に

部落問題)をいかに位置付けるかについて、先生が当時、学長だつた教授会に出席したこと

や、お宅におじゃまして、インドカレーをごちそうになつたことなどです

堀川 博  (沖浦ゼミOB)
亡くなられた時のお顔は穏やかな中にもある種の生命力、エネルギーみたいなものがこ

ちらに伝わって来る様な表情であつた

前田 徹生  (桃山学院大学)

スケールの大きな稀有な思想家を失い、非常に残念です

松井 卓夫  (沖浦ゼミOB。 75S336)

高度技術は暴力です。one planet livingに 向かう事。それが沖浦先生の愛したイン ドネ

シアの暮らしにつながると考えます

水本 正人  (人幡浜部落史研究会)

「よびかけ人」を見て、沖浦先生のネットワークの広さに、あらためて驚きました



松田 延雄

私は旧制浪速高校で、沖浦くんとはクラスメイ トでした。昭和 19年の夏、一緒にテント

を担いで、愛知川を遡り御在所岳に登つたことがありました。戦雲暗く立ち込める時代の

輝かしい青春の一コマです。どうぞ安らかにお眠り下さい

南 雅夫  (桃大将棋部)

新宮の別荘で夜 2時まで将棋をしていたのがなつかしく思い出されます。「88」 才は将

棋に無関係と思えない年令ですね。ありがとうございました

宮橋 國臣  (非常勤講師)

拙著「至高の人西光万吉」出版に際して、お力添えいただき感謝しております。不一

三好 栄一  (桃山学院大学地理学研究会OB)
真理に対する情熱を頂きました

椋田 昇一

志操堅固、先生に一歩でも近づきたいと思います。ありがとうございました

村井 三夫  (現代書館)

お元気だった沖浦先生のお姿を偲び、心より出席させていただきます。 「沖浦和光著作

集」をお見せできず、残念でたまりません

八尾 亜紀 (旧姓・武田)

91Lのゼミでお世話になりました。インドネシア、スラウェシ島へのゼミ旅行、新官で

の合宿、先生と過ごした日々が想い出としてよみがえり、懐しさと何とも言えない悲しい

気持ちでいっぱいです。心からご冥福をお祈りいたします

安田 恵美  (91L2112沖 浦ゼミ)

22年前、沖浦ゼミのみんなでインドネシアにつれていつて頂きました。その時のこと、

いまでも鮮明に覚えています。沖浦先生が旅中で体調をくずされ、私に「マッサージをた

のむわJ」 と。 1時間、ホテルのロビーでマッサージをさせてもらいました。そのまま眠つ

てしまつた先生は、奥さまにつれられおへやへ。次の朝、すつかり回復され、「お礼や‖」

とニフトリの木の置きものをくださいました。そのニフトリは今でも実家の窓ぎわで、楽

しそうに置かれています。実家にかえる度、思い出します。奥さまもお元気でしょうか?

私たちは今年 43歳です。 沖浦先生、奥さま、みんなお 2人のこと大好きでした1

柳父 章

沖浦先生には関西で 15年 ぐらいの間お世話になりました

矢野 静雄・矢野 佳代子  (夏家族の一員)

20年前からインドネシアに連れていっていただきました。今夏の散骨を思い起こして胸

がいっぱいです。でも、先生はいつも私の心の中に !

山口 善彦

インド旅行に参加 (3回 )させていただきました。先生のご冥福をお祈り致します



横山 勝英  (龍谷大学)

此岸で会えなくなつても、いずれ彼岸でお会いできることを祈りたいです

吉野 恭申  (沖浦ゼミ、体育会空手道部)

現在、浄土真宗木辺派仏願寺、住職をしております

吉本 千世  (桃山学院大学卒業生)

高 2の夏、沖浦さんの書かれた本との出会いがあつて、今の私につながると感じていま

す。

領家 彰子

今夏、インドネシア旅行に参加いたしました。この旅をきつかけに沖浦先生のご著書を

読み、深く感じることが多々ありました。これからも学び続けたいと願つております

和田 長久

私は現在、酸素ボンベを引きながら生活しています。長い時間と遠い距離は駄日です。

沖浦さんはとにかく批判精神の旺盛な人でした

渡邊 充春  (わたなべ往診歯科)

1968～ 69、 桃山学院時代、外から入り込んで大変御迷惑をおかけしました。それなのに

診療所の職員学習会に講師としてきてくれました

弔 辞

本日ここに、沖浦和光先生を偲ぶ会が御遺族をはじめ御関係の方々、多数御参列のもと挙

行されるにあたりまして、謹んでお別れのご挨拶を申しあげます。

沖浦先生の言卜報にただ茫然とするばかりで、いまだに信じられない気持でございます。

香川においても、様々な集会で沖浦先生に御講演頂きましたが、これからはあの興味尽き

ないお話も、示唆に富んだお話も直接お聞きすることが出来なくなると思うと、淋しい限りでご

ざいます。

今後も差別のない明るい社会の実現に向け、ご尽力頂けるものと思つておりましたが、急逝

されましたことは、痛恨の極みでございます。沖浦先生が生涯をかけて取り組んでこられた理

想がまだ完全に実現されている訳でなく、沖浦先生の御無念もいかばかりであつたかと思い

ます。香川県連といたしましても部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消に向け全力で

取り組んでいくことをここにお誓い申し上げる次第です。

あなたの真摯な生涯は、この悲しみの中にあつても、私どもの誇りとするものであります。心

から冥福をお祈りし、お別れの言葉といたします。

部落解放同盟香川県連合会 執行委員長  川田 博士


