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２０号壕オープンから１年 　　南風原陸軍病院壕群  問を感じます。新聞やニュースを見ていても日々

　　　管理人になって  日本のどこかで殺人事件など悲惨な事件が起き

　　　　　　　　南風原文化センター　　松堂　厚順 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　赤嶺　明菜  ていて 、 銃や爆弾などの武器がないと言うだけ

　去年の６月、壕が公開されるや否や文化センタ    私が南風原陸軍病院壕の管理人を始めて早  が必ずしも平和だとは、言えないのではないでし

 ー内は、見学申込みの電話の多さにｐａｎｉｃにな  ４ヵ月が過ぎました。  去年の８月頃に学芸員の  ょうか。 ｢平和呆け｣  という言葉がありますが、私 

 っていました。  予約を受け付けて電話を切ると  資格を取るため、  実習で南風原文化センター  も含め多くの日本人、 特に戦争を知らない若い

 同時に、次の電話がかかっています。業務開始  にお世話になり 、  そのとき初めて２０号壕を見  世代は、まさにそれなのだと思います。

 から終了まで電話の音が鳴り止む事がありませ  学しました。　 管理人を始めた頃は、 朝と夕方   悲惨な過去の出来事を知ることで、命の大切さ

 ん。他の部署からの業務電話も繋がらず、予約  の壕内点検をするのに、  少しの不安や怖さが  や尊さを感じ、そこから ｢平和｣ とは何かというこ

 が３～４週間先まで埋まり、受付を何度もお断り  ありました。   しかし、文化センターの方や何人  とを考えていけると思います。  生まれたときから

 する等、公開しての２週間はそんな状況でした。  かのガイドの方に ｢私たちやあなたがやってい  ｢平和｣  なのが当り前だと思うのではなく、 こうし

 公開前からも各メディアに取り上げて頂きました。  ることは別に悪いことではない。  逆にここ （壕）  て戦争のない平和な時代を送れるのも、大勢の

 公開１週間前から新聞に 『陸軍病院壕公開まで  で起きたことを、多くの人たちに知らせないこと  犠牲者のうえにあることを知り、 その人たちの分

 の歩み』 が連載され、プレイベントとして、京都ま  がここに眠っている人たちにとっては、 報われ  も一日一日を、 大切に過ごさなければならない

 ぶいの会による朗読劇 『ふたつの壕』 の上演、  ないことでもあるんだよ。｣ 　そう言われたことで  のだと感じました。

 元看護婦・元ひめゆり学徒隊等を招いての公開  少しあった不安が和らぎ、自信を持って仕事が  『実際に私もガイドの方たちから沖縄戦について

 式典とさまざまな催しが県内外に報道され、県内  できるようになりました。  様々な話を聞くことで、改めて平和について考え

 はもとより、県外の修学旅行生等からの問い合わ  　悲惨で恐ろしい出来事を、 ただ過去のものと  るようになりました』

 せが多く、沖縄戦の歴史を知る壕への関心の高  するのではなく、  次の世代に伝えていこうと頑    これから先も、 命の大切さや尊さ、平和につい

 さがうかがえました。  張っている人たちと、一緒に働けることをとても  て考えるきっかけとなる場所として、多くの人たち

 　現在、公開してから１年と１ヶ月余りが経ち南風  誇りに感じます。  ここに眠っている人たちが一  に２０号壕を見学してもらいたいです。

 原平和ガイドの皆さんの協力のもと、安全に壕が  生懸命 、  国のために命を張って戦ってくれた

 公開されている事に心から感謝いたします。米軍  お陰で私たちは生まれたときから、戦争のない 7月13日

 の火炎放射攻撃で焼け焦げた支柱跡やつるはし  平和な時代を送ることができるのであり 、 怖が 　　　　　　　 第３期ガイド養成講

 で削岩した壁面を直に見ることは、文献本で学習  るのではなく、 感謝の気持ちを持つべきなのだ 　　　　　　　 座に於いてひめゆり

 する以上の価値があると思います。ガイドの説明  と思いました。 　　　　　　　 学徒：宮良るり先生

 を聞くことで更に当時の状況が想像しやすいもの  　憲法九条に守られ、 平和だといわれている日 　　　　　　　 の講話があった。

 になるでしょう。今なら予約に空きがあります。  本は、今日において本当に ｢平和｣ なのかと疑

 まだ、見学をされてない方からの申込みを、心か 　　　　　 梔子の　白き出迎え　南風原壕
 らお待ちしております。

　　　　　　　 　くちなし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ﾀｲﾑｽ俳壇・６/８）

  連載『南風原が語る沖縄戦』  年齢の数だけ縫ってもらうと効用があるといって  料・医薬品 ・船舶 ・航空機・車両・馬・通信機械

その3.　｢銃後｣ の女性たち  引っぱりだこになった。 出征兵士を送る家族や  ・土木建築物資・燃料・電力などであった。 また

　 満州事変が起こったころから、各地の街頭で出  恋人たちは、  千人針に切実な思いを込めたの  動員の対象となる業務は、物資の生産・流通・輸

 征兵士の武運長久を祈る ｢千人針｣ に協力を求  である。 千人針はたんなる俗信にすぎなかった  出入・運輸・ 金融・衛生・教育・研究・情報・宣伝

 める婦人の姿が目立つようになった。  国防婦人  が、兵士にとっては身内や恋人への思いをつな  などで、 すべて政府の独断で実施した。アジア・

 会や大日本連合女子青年団などが積極的に推  ぐ ｢最後のきずな｣であり、 たとえシラミの巣にな  大平洋戦争の拡大につれて、前線の戦闘を支え

 進したもので、 出征兵士が激増するようになると  っても肌身離さず持ち続けた。  る｢銃後の護り｣ として女性の役割が強調された。

 街頭の協力だけでは間にあわなくなり、 女学校  ｢慰問袋｣は、手拭いを二つ折りにして作った袋  1942（昭和17）年２月には、愛国 ・ 国防・連合婦

 でも作られるようになった。また、兵士を送る ｢慰  の中に、お守りや薬、石鹸、タバコ、缶詰などを  人会などを統合して ｢大日本婦人会｣ が発足、

 問袋｣ も、 国防婦人会が中心になって、戦地へ  入れたもので、 学校や職場をはじめ、 部落会  食糧増産の中核をになわされ、さらに ｢産めよふ

 向けて送られるようになった。  （町内会）・隣組を通して作製が割り当てられる  やせよ｣と皇軍の後継者を生み育てることが女性

　｢千人針｣ は関西から始まったもので、 日清 ・日  ようになった。 費用は作る人の負担であった。  の重要な任務とされた。

 露戦争の頃は ｢千人結び｣ と呼ばれていた。  手  1937（昭和12）年、 毎月１日を戦時生活実践の  国防婦人会　出征兵士の送迎や戦没軍人の墓参、

 ぬぐいほどのおおきさの白い木綿の布に、  千人  日として ｢興亜奉公日｣が定められ、この頃から 　傷痍軍人と出征兵士の家族の慰問、慰問袋、千人針

 の女性の手により、 赤い糸で結び目を一針ずつ  ｢愛国行進曲｣ ｢愛馬進軍歌｣ ｢露営の歌｣ など 　づくりなど、婦人の戦争協力を目的として活動した。

 縫い付けたものである。この布を肌身につけて戦  の軍国歌謡が流行した。 日中戦争が泥沼に入 　１９４２年に愛国婦人会に統合され、防空訓練や国民

 場に赴けば、 敵の銃弾を避けることができると信  っていくなかで、1938（昭和13）年５月には ｢国 　貯蓄奨励運動などをおこなった。

 じられていた。中には  ｢死線（四銭）を越える｣ と  家総動員法｣ が施行された。 この法律は、国防  興亜奉公日　戦時生活の刷新を目的に定められた日。

 いう語呂合わせから、五銭の穴あき銅貨を縫い付  目的を達成するため、 国内のあらゆる人的 ・物  　１９３９年９月１日から始まった

 けたものもあった。また、｢虎は千里を走り、千里を  的資源を統制運用するものであった。総動員の

 帰る｣ という故事から、寅年生まれの女性は、その  対象となる物資は、兵器 ・軍需品 ・ 被服 ・ 食 　 皆さんの投稿をお待ちします。
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６月には1,355人（大人632人・子供723人）の見学者が２０号壕と文化センターを訪れていただきました。

　　 そして多くのアンケートをいただきました、その一部を掲載いたしました。
１０歳代 ４０歳代 ６０歳代

 壕の中に入る前にくすりがおいてあった。 くすり  南風原町に陸軍病院があったということは、知  言葉で知っていた野戦病院を目のあたりに見て

 がそのままでてきたのがすごかった。 しゅじゅつ  っていましたが、 ６００人規模の大きなものだと  胸がいっぱいです。 父が戦病死をしているので

 をローソク１本でやったときいてびっくりしました。  は知りませんでした。  ６０年以上たっても壕の  歴史を残して保存している沖縄の町の努力に感

 私だったら２ヶ月もごうの中にいれないと思いまし  壁からたくさんの声がきこえるようです。  謝いたします。大変なお仕事ですが、これからも

 た。 今うまれてよかったと思いました、戦争はだ  子ども達と一緒に参加しましたので、 子ども達  よろしくお願い致します。

 めです。  に少しでもつたわっていたらうれしいです。 　　　　　６月２２日　　埼玉志木市　　女性　６０代

　　　　　６月８日　　　南風原町　　女児　　　９歳  ガイドの説明はとてもわかりやすくよかったです。

 これからも頑張ってください。 　ボランティアによる説明は熱心かつ誠実でよか

２０歳代 　　　　６月８日　　南風原町本部　　女性　４０代  った。 具体的に事実を例示しており判りやすか

 １年前の公開当時から是非参りたいと思っており  った。 ３００円は年金生活者には、チト高い、せ

 ました。 当時の状態を想像しながら進んでいまし ５０歳代  めて６５才以上に思いやりを！　一緒に見学した

 た。日本人は全員ここに来るべきです。というより  今後の発掘調査、お手伝いさせて下さい。  友は、胸中に｢浄め塩｣を所持していた。大和式

 義務があると思います。特に若年層に来てもらい  自費で参加いたします。  鎮魂碑や鐘に加えて、沖縄ユタ流に拝所を設

 たいです。壕の風化や落盤がどうしょうもなくなる 　　　　６月６日　　千葉県千葉市　　男性　５０代  置したら如何？

 前に、多くの日本人が追体験し、今の生活がどう 　　　　６月６日　　沖縄県糸満市　　男性　６０代

 やって送れているのか、当り前でない事を確認  インターネットで見学は予約が必要と言うこ と

 しなければなりません。  で現地を見るだけでもと立ち寄ったところ、17 ７０歳代

　　　６月２２日　福岡県久留米市　　女性　２０代  時近くに到着したにもかかわらず、親切に中を  元アメリカ陸軍大佐、外交官として活躍中、イラ

　　　６月２２日　福岡県久留米市　　男性　３０代  案内して頂き感激しました。実は私は看護師  ク戦争に反対し辞職し、女性達の平和運動にが

 として今も働いています。夜勤だけでも辛いも  んばるアン・ライトさんが  ９条世界会議に来てい

３０歳代  のがありますが、当時の１０代の若い人達がど  ただいた最後の講演地を沖縄にされた。基地見

 沖縄戦を語るうえで欠かすことのできない南風  んな思いで壕の中で、２ヶ月間働いていたのか  学の折、戦跡として南風原に来ました。  私は何

 原陸軍病院壕が整備 ・見学できるとのことで  と思うと胸が痛みました。 薄暗い最悪の環境  度か沖縄に来ていましたが、 ここは初めてです

 うかがいました。手堀りであったことと、予想以上  の中、必死に戦い続けられた方々の土台の上  がとても衝撃をうけました。 壕群とその遺物の数

 に狭かったことが印象に残りました。入壕料を徴  に今の日本の平和があることを、決して忘れて  々に胸をつかれ、慰安所の話、 そして移民を多

 収して見学ができるようにする と ｢観光地化｣ と  はいけないと痛感しました。  くだした村の歴史 多くの沖縄の苦難を実感しま

 いう批判の声も耳にしますが、｢百聞は一見に如  レンタカーのカーナビで、 検索しながら行かせ  した。   ありがとうございました。女性の研究員さ

 かず｣ と言います。今後少人数制での見学を維  て頂きましたが、もう少し標識がしっかりしたもの  んの話も感謝。

 持して頂きたいです。希望としては献花台のよう  があればもっと分かりやすかったと思います。 　　　５月１２日　　京都市右京区　　女性　７０代

 なものがあればと思います。 私は水を用意して 　　　　６月５日　　千葉県市川市　　女性　５０代

 いたのですが、供える処がありませんでした。清  充分なガイドができていない、 ていねいな説明

 掃や片付けはセンターの方ということになってし  南風原陸軍病院第２０号を、一般公開して頂き  がほしい。　足元が暗くて実感がわかない。

 まうので無理にとは申しません、ただ、聖霊に手  観光客また私共タクシー乗務員にとりましても、  内部の資料がもっとあってほしい。

 を合わせる場所があるといいなと思いました。最  沖縄戦、学徒隊の足跡が詳しくわかり感謝申し 　　　５月　　　　　沖縄県うるま市　　男性　７０代

 後にこれから壕の維持、 崩落防止を宜しくお願  上げます。 壕入口にある鎮魂の鐘の碑文に

 い申し上げます。　有難うございました。  つきましてのお願いですが、 黄金森周辺では ８０歳代

　　　　６月２４日　茨城県取手市　　男性　３０代  多くの方が亡くなり遺骨が、まだ多くあると聞  小生８０才、昭和１９年９月、１６才で予科練に志

 いています。 碑文に一般住民の文字も入れる  願して１年間で敗戦。 ７０才を迎えた頃より、追

 暑い中、私達のガイドをして頂いた藤原さん。  と供養になると思います。  悼の旅をと願い、廣島、知覧、舞鶴引揚げ記念

 どうもありがとうございました。 　　　　　　　　　　沖縄県那覇市　　男性　５０代  館をおまいりし、沖縄へ再度参上、南風原の壕

 わたしは壕などに入るのは始めてで、中に入った  で当時小生と同年輩の女子学生が、 命がけで

 時の暗さにびっくりしました。  文化センターも初めて見学しましたが、大変な  奉仕されたことを偲び感無量、｢沖縄はガマから｣

 戦争の時にこの中で、 高校生の女の子達が軍人  ご苦労のすえ移民に行かれた方など、 胸を打  を声を大にしてゆきたい。

 の手当て等を恐怖に怯えながらしていたんだなぁ  つものがありました。  チビチリガマなどの多くのガマを見て思いました。

 と思うと悲しくなりました。  ２０号もいまだ遺骨が残っていることで、文化財 　　　６月２７日　　富山県高岡市　　男性　８０代

 戦争を、戦争で亡くなった方の事を私達は伝えな  として残していって欲しいと思います。 　　　　　　　　　　　　　　　６月２５日第２回南風原平和

 ければいけないんですね。 　　　　６月６日　　三重県尾鷲市　　女性　５０代 　　　　　　　　　　　　　　　ガイド学習会がありました。

 貴重な体験をさせて頂きありがとうございました。 　　　　　　　　　　　　　　　浦添グスク、ようどれの見学

　　　　６月２３日　沖縄県沖縄市　女性　３０代
　　せみ時雨　 ガイドも負けじと　 声をあげ　  　ガイド　赤嶺 勉

　　　　沢山のご意見をいただき有難うございました。いただいたご意見を全部掲載する事が出来ませんが、
　　　　ご意見を参考にさせていただき、今後もガイドに励んで行きますので宜しくお願いいたします。　(編集者)
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