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新たな展開を！   までガイドすることになります。新文化センタ 新しい年の始めに
南風原文化センター 館長　大城和喜  ーが、南風原・沖縄の顔となり、その中心的な 南風原平和ガイドの会 会長　藤原政勝

 　壕ガイドの皆さん、明けましておめでとう御座  役割を担うのが総合ガイドということになるでし  　２００９年新しい年の始めを迎えましておめでと

 います。今年もよろしくお願いします。  ょうか。  うございます。

   早いもので壕の公開から１年半が経過しまし    その視点に立つとガイドの会が、将来　「ＮＰ  沖縄陸軍病院南風原壕が２００７年６月に、公開

 た。皆さんの支えによって順調に運営されてい  Ｏ」　として独立することが望まれます。ＮＰＯと  されて早や１年半になります。

る事に心から感謝します。ガイドは見学者からも  して独立したガイドの会が、壕の管理運営まで    この間多くの見学者が壕を訪れてくださり､ガイ

 好評で大変嬉しく思います。  担うことになれば嬉しいです。  ドの皆さんの声に耳を傾けていただきました。

   また、皆さんにはガイド活動だけでなく、学習    壕や新文化センターが、南風原・沖縄の顔と    そして２００８年の２月から始めたアンケートにも

 部会、広報・宣伝部会、機関誌編集部会の三  して、皆さんや町民ともに新たな展開をめざし  沢山の御意見を寄せていただいています。

 部を組織し、それぞれ独自の活動を展開して  て歩んで行きたいものです。  これもひとえにガイドの皆様のご努力の成果だと

 いることに対して､頭が下がる思いです。  大変、感謝をしております。

 　２００９年は、文化センターにとって移転・開館    また、学習会や教科書問題に関する大会への

 という大きな節目の年になります。文化センター  激励文の提出､ｶﾞｲﾄﾞ通信の発行､そして２０年度

 は、１月から休館し２月移転、１１月開館を目指  の定期総会においては、広報 ・宣伝部会、学習

 して展示作業に取り組んでいく予定です。  部会、機関紙編集部会等の３部会の立ち上げを

   新館では新たな展開を目指し、現在の壕ガイ  決議していただき､組織として動き始めました｡

 ドに加えて、南風原の歴史や文化、それに体験  今年は文化センターの移転の年になっています。

 学習にも対応できる、　「総合ガイド養成講座」　    今まで文化センターと壕との間で時間調整をし

 を計画 しています。総合ガイドは、新文化セン  ていましたが､新しい方法を検討しなければいけ

 ター解説をはじめ、南風原の史跡、拝所、綱引  ません。   旧文化センターで展示の壕の模型は

 き、琉球絣、伝統行事等にも対応できるガイドを  20号壕近くに移動する事は総会で決まりました。

 養成するというものです。  今年は黄金森を含めた南風原町の史跡や産業

   新文化センターには、ガイド専用の部屋もあり、  についてもガイド養成講座が開かれます。

 ガイドの棲家、拠点ができます。そこを拠点に文  今年はこのように厳しい年ではありますが､厳しさ

 化センターから壕までのガイド、あるいは南風原  をチャンスに皆様のお力をお借りして、 多くのお

 の史跡への案内等、活動の範囲が広がっていけ  客さまが見学していただけるよう、ご協力をよろし

 ればと期待してい で 20号壕内部ます。 すから、総合ガイドは、  くお願いいたします。

 平和ガイドに加え歴史文化、あるいはまた産業 　　　　（翁長まゆみ編集員）

連載『閃光の中で』  食料の無い状態で放置され、 次第に衰弱し 、  れ元気になっているりを知り、青酸カリを与えな

沖縄陸軍病院の証言  次々に死亡していったであろうと想像され､その  かった嬉しさがこみあげてきた。

　第三外科の南風原撤退　　後編  心中を思うと何とも申し上げようがなく､痛恨の情  それは長い間、むごたらしい暗い場面だけを見

青酸カリによる自決について  に打たれ、深く哀悼の意を捧げる次第である。  せつけられてきた私にとって、久し振り感ずるほ

　　　　　　　　　　　　軍医見習士官　　長田　紀春   一方、第二外科勤務の衛生兵であった今崎末  のぼのとした思いなのであった。

  　第一外科で戦争後半に､外科壕として使用した  廣の証言 （本書所蔵） によれば､患者に配布を 　　　（安仁屋真孝編集員）

 壕は二十ヶ所だそうだが､他に兵器廠の壕二ヶ所  命ぜられた青酸カリは､上官には服用させたとし

 を使用していたので、計二十二ヶ所である。  て嘘の報告をし 、実際には与えずに破棄したと

   手術室や職員の使用した場所や落盤した壕を、  いう。 　 　　　　　　　　　　　南風原町津嘉山の

 除くと十九カ所分のスペースで患者を収容したと    第二外科は、患者を収容していた壕が七カ所 　　　　　　　　　　　司令部壕から発掘

 思われる。  あり、総数二百八十名位の患者を収容していた 　　　　　　　　　　　された砲弾

 　収容能力の少ない壕で二十乃至三十名位､奥  と推定され、重傷患者の数は百五十名以下と思

 行きのある壕で四十乃至五十名を入院させてい  われるが､青酸カリによる自決強要は少なかった

 たから、総計約八百名の患者であったが、歩ける  と考えられる。

 患者を除くと､約四百名位の数の重傷者がいたと    第三外科は撤退時には、患者壕は２カ所だけ 　南風原平和ガイド講座

 推測されるし 、その患者が青酸カリによる自決に  であり、患者数は七十及至八十名であった。 　　　　第四期生の講座終了

 追い込まれたと思われる。  私が捕虜となり 、屋嘉収容所に入った七月末日  　平成20年11月21日、第４期生のガイド講座が

　 陸軍病院の衛生兵、佐久田正雄と看護婦の大  の朝、割り当てられたテントに入ろうとすると、突  終了し、午後３時より終了式がありました。

 城文子は重傷を負い､共に第一外科の入院患者  然有る兵隊に呼び止められた。近寄ると、なんと  　今回は、昼の時間帯でしたが30代から70代の

 となった。  南風原の三外科壕に残した歩けない患者､三十  ８名の方が受講され､晴れて終了をいたしました｡

 そして南部へ撤退する際に､枕元に青酸カリ入り  名近いうちの一人であった。  　おめでとうございます。

 の薬袋を置かれたが､自分で判断して飲まなかっ  壕から両手だけ這い出したところを､米軍に救出  　これからは、ガイドの仲間として一緒に頑張り

 たという。  されたという。  　ましょう。

  他の自決をしなかった相当数の重傷患者も水や  他にも三名の歩行不能の患者が､米軍に収容さ 　　　　　　　　　（藤原　政勝）
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今月は平成２０年１１月２４日に、茨城県立佐和高等学校２年６組の皆さんが平和学習として、陸軍病院壕を訪問してくださいました。

そして壕に入って感じた思いを、４１名の皆さんがアンケートハガキに書き込み送ってくださいました。有難うございます。

４１名の皆さんのご感想を前半と後半に分けて掲載をさせてもらいます。今月はその前半の部分をご紹介いたします。

 拝啓  　病院壕と言うので現在の病院を想定して行くと  　 壕を実際に見学して、戦争がいかに恐ろしい

 　 師走の候、皆様方にはますますご健勝のことと  全く違う、せまく暗い通路で驚いた。  事なのか､平和がどれだけ幸せなことか知ること

 お慶び申し上げます。  その場所が昔、病院として使われていたこと、さ  ができた。

 　 過日､１１月２４日に修学旅行の平和学習として  らに見殺しにされた人・・・・・・このことを考えると 　　　　　　大内　美咲さん

 南風原陸区軍病院壕を案内していただきました、  胸が痛みました。

 茨城県立佐和高等学校２年６組です。  そして二度とこのような事は､おこしてはいけない  　 天井やまわりの壁が黒くなっていて、それが

 その節は誠にありがとうございました。  いと改めて思いました。  火炎放射器で出入口からやったと聞いて、実際

 　事前学習として､授業や学年集会、ホームルー  ありがとうございました。  にはいってみて、なんか鳥肌がたった。

 ム等で､インターネットやビデオ､その他関係資料 　　　　　　飯嶋　航平さん 　　　　　　川又　彰一さん

 を用意し、勉強はして行きましたが､実際に現地

 に行き､そしてガイドさん方の丁寧でわかりやすい  　すごく勉強になりました。　  　今では南国のリゾートのような沖縄でも、６３年

 説明を聞きながらの貴重な体験は、生徒たちの  平和が続くことを心から願います。  前にこんな出来事があったなんて、とても驚きま

 心にズシっと重くそして深い､表現のしようのない 　　　　　　井上　遥貴さん  した。

 大切な思いを起こさせてくれました 。 クラス４１  　 あの狭くて暗い中で､治療などしていたなんて

 名全員がその晩ホテルにてアンケートはがきに､  　修学旅行を通じて沖縄陸軍病院を知りました。  信じられません。こわいなって思いました。

 その思いを書きま したので、送らせていただき  中は思ったより真っ暗で、昔この中で、電球1個     今､自分たちがどれだけ幸せかがとても身にし

 ます。  で２ ヵ月間も生活したいたことにとても胸が痛み  みました。ありがとうございました。

 　文面は言葉足らずですが、どの生徒も、沖縄戦  つけられました。 　　　　　　河野　美優さん

 の悲惨さ、恐ろしさ、平和の大切さ、命のありがた  世界が平和になるよう祈っています。

 さ、そしてこれから私たちのすべきことなど様々な 　　　　　　江幡　真利奈さん  　南風原壕群２０号を見学して、正直怖かったで

 思いを持ったんだなと感じました。  す。本当に暗い中で生活していたなんて考える

 この貴重な体験を生かし､これからもクラス全員で  　平和学習ということで沖縄にきて、陸軍病院南  と、今の私達は本当に幸せなんだと思います。

 平和、命について考えていきたいと思います。  風原壕群２０号を見学させてもらいました。  　憲法があってよかった。そう思います。

 案内をしていただいたガイドさんはじめ､文化セン  暗くて怖かったけれど、少し戦争のことをわかる  戦争なんてもうおこってほしくないです。

 ターの方々にどうぞよろしくお伝えください。  ことができてよかったです｡　 戦争の本当の苦し 　　　　　　河原井　彩香さん

 本当にありがとうございました。  みが私たちにはわからないけど､でも理解するこ

 　最後になりましたが､皆様のご健康と、沖縄戦で  とは、できるんだと思いました。  　壕の中は想っていたより真っ暗で狭くて低くて

 亡くなられたすべての人々のご冥福をお祈り申し 　　　　　　大内　美香さん  今にも崩れちゃいそうな気がした。 ガイドさんが

 あげます。  優しく説明してくれて 、 戦争の時の様子が目に

平成20年12月5日    実際に中はとても暑く息苦しくて、あんな中で  浮かんで、ちょっと涙が出ちゃいそうになった。

　　茨城県立佐和高等学校　　２年６組  何日も生きのびるのは 、相当に大変なことだと  今、自分が生きて好きな部活をやったり、友達と

　　　　　　　　　　　　担任　　　根本  喜幸 先生  思った。壁に血がついていたり  ｢実際にここで  遊んだり､好きな食事をしたり、恋をしている事が

 治療が行われた｣ とかいう場所を見て自分がそ  何か申し訳ないというか、大切なことなんだなぁ、

 の時代に生まれた人間じゃなくて良かったと思  と思った。

   戦争中にあんなくらいところで生活していたなん  うけど､自分のいる国で起きたことなんだと思うと  　平和を保つのは難しいけど、やらなきゃならな

 て考えられなかった。  他人事じゃない気がした。  ことだと思った。

　　　　　　阿部　智史さん 　　　　　　大山　純輝さん 　　　　　　小圷　友里恵さん

 　すごく暗くて怖かったけど、戦争のことが知れて  　戦争の恐ろしさが良く分かりました。  　 壕の中を見学し、当時のいろいろな話を聞き、

 よかったと思います。  壕の中は光が無く、こんなところに何日もいるだ  私たちがこうして、普通に生活ができている事が

　　　　　　阿部　香さん  けでも、とてもつらいと思いました。  どんなに幸せか分かった。

　　　　　　追分　秋尚さん 　　　　　　軍司　美輝さん

 　 南風原壕群２０号に入って戦争のおそろしさや、

 人について学んだ気がしました。  　実際に建物などを見学して､６３年前の戦争を   いろいろな戦争時のことを知れて、すごく良かっ

 その当時の生活の厳しさを肌で実感しました。  これを通して深く考えさせられました。  た。   天井も低いし、せまくて、でもこの壕を人の

 これからは戦争をせず、 ｢生きる｣ ことが大切だと  昔のつらさを知り､心にしみる忘れられない体験  手でけずってつくりあげたこと、すごいと思いまし

 思いました。  となりました。  た。   沢山説明をきいて涙が出そうになった。

　　　　　　石井　翔真さん 　　　　　　小野上　美咲さん  だけど、その人たちは国のために頑張ってくれて

 いたことだから・・・・・・。

 　まっくらで相手の顔すらみえない場所で、暮らし  　ガイドさんがとても分かりやすく南風原壕につ  戦争なんて、世界には必要のないことだと思いま

 ていたなんて知らなかった。　もし自分だったらた  いて説明してくれて、いろんなことをしることが  す。

 えられないと思います。  出来ました。戦争の壕に入るのは初めてでした。 　　　　　　鈴木　千絵さん

 これからもいろんな人達に説明がんばってくださ  この経験で戦争や命の重み、今までパンフレッ 　　　　　（安仁屋真孝編集員）

 い。　ヒサコさんありがとうございました。  トを見たりなどの経験でした。

　　　　　　池田　早智さん  でも自分の肌で感じることができ､自分が戦争で

 なくなった人達の分まで､生きたいと思ったし､命

 　戦争時の人のおそろしさや悲しさについて学ん  を大切にしなきゃいけないと思いました。

 だ気がしました。  今日のことは絶対に忘れません。

　　　　　　関谷　涼さん 　　　　　　荻津　栞さん 　　　　　　　　　　　発掘された薬ビン
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