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　電話　　（098-889-7399）

 そこは黒海近くのロシアが見える所だった。

 　その後、フィリッピンのレイテ島に送られたが、

 工兵隊へ配属となった｡　 和歌山県の紀ノ川で 　　４月１０日、浦添市の特定非営利活動法人『う

 訓練を受け広島の宇品から物資、 兵器を積み 　らおそい歴史ガイド友の会』の､仲間さんをお招

 頃出港し、鹿児島港経由で那覇港に着いた。 　行いました。

   船上から波の上宮が見え、遠くに 「トーチカ」 　　また、会員のみなさまへNPOへ移行について

 ではないかと思われるような亀甲墓が見えた時、　のご案内と 、参加するかどうかの意思確認のハ

 沖縄に来たとの感慨深い思いがした。 それが４ 　ガキを同封しお尋ねをいたしました。

 月頃であった。 　　４９名の方からご返事をいただき、４２名の方が

　この時、階級は上等兵になっており、終戦まで 　参加の意向をしめされました。

 この階級であった。那覇港から一個小隊が乗船 　　その後、役員会などを開き、５月２２日にNPO

 し、 舟艇で比謝川河口へ着き嘉手納精糖工場 　法人設立総会をすることになり、現在取り組ん

 で船舶工兵第２３連隊に所属して任務に就いた 　でおります。 　　　　（安仁屋真孝編集員）

 当時の嘉手納は軽便鉄道の汽車以外､ 何もな 　　

 隊と行動を共にする給油用のタンカーに乗船し､  い畑だけの所で比謝川には､手摺りのない幅の

 ミッドウェーまで行った。 その後青森の大湊を経  狭い木の橋が架かっていた。 　　５月７日、沖縄陸軍病院壕２０号前で、長田紀

 て広島の呉で徴兵検査を受け、 再び軍属として 　　　　　　　　　（ガイド　藤岡羊子　聞き取り） 　春先生の体験談をお聞きしました。

　

 け取ったので､シンガポールで別の船に乗り換え､

 山口県の岩国に着いた。

 　汽車で郷里の山梨へ行ったが、帰宅せずに入

　　　　　　　　 会が、文化センタ

　　　　　　　 　ーで行われました

 　1９４３ （昭和１８） 年、二等兵として満州に駐屯、

 歩兵第四十九連隊（山梨・甲府）へ配属された。

 　予科生は壕堀りと看護活動にまわされていた｡  になったが・・・・・・。

 　私は内科壕に配置されたが、患者はおとなし   手や足のない人、顔面がそがれる傷で、どこが

 く壕の外に出歩く者もいたので、 看護婦さんが  目か口かわからない人、やけどで上半身透明人

 ひとりついていて､指導しながら手伝わせていた  間のように包帯をまかれ、奥の暗い所に寝ること

 　 それから二～三日すると､外科からまわされた  もできず坐っている。みんな恐ろしいほどの傷で

 負傷兵が次第に多くなり、内科の兵隊は原隊に  ショックで顔をおうて、うずくまっている学生を尻

 帰され、次に交替して来た時は、暗い壕は白い  目に、時々助け舟にくるのは稲嶺さんでした。

 包帯をまいた兵隊ばかりになった。  　首のうしろの三叉神経をやられたそうで、壕内

 生徒はいったん識名の高射砲陣地に避難し、空 　 外の砲弾も激しくなり、至近弾も多くなる。負傷  をふらつき、わけのわからないことをわめいてい

 襲・艦砲射撃がおさまった夕方になって、寄宿舎  者も多くなるとすわる間は全くなく､八時間､十二  る。 稲嶺さんが上手になだめすかして、寝台に

 に戻り、身廻り品をまとめた。  時間､時には二十四時間も交替が来ないで立ち  つれていき､大人しくさせていたのには感心した｡

 　 かねてから事あらば南風原の陸軍病院に集結  つくしたこともたびたびあった。  しかし、 次に交替して壕に行った時は、その兵

 するよう伝達されていたので、今はその時が来た  　 ひとりで歩けない、用もたせない、水や食事も  隊は柱にくくりつけられていた。 皆かわいそうで

 と、みんな興奮気味で南風原へ向かう。  ひとりでできない兵隊ばかりになってくる。 その  ただうろうろしているところだった。「婦長の命令

 　道々すれ違う武装した兵隊が ､ 「がんばれよ。  中で 初会った看護婦さんは、稲嶺さんでした。 だ。 誰もといたりしてはいけない。｣  との事であ

 しっかり」  と声をかける。  みんな不安で複雑な    おとなしい方だったが､てきぱきと処置していく

 気持ちで黙々と歩く。  途中、空襲があったりで、  様子は、 おじけづいている私達がただ見とれる  して仕事も手につかない。 これも戦争。 すみま

 それを避けながら、南風原の三角兵舎の前に辿  ほど機敏だった。  せん許してと心につぶやいて詫びていた。

 りついたのは明け方の五時頃になっていた。 草    両手のない兵隊が心ぼそい声で 「尿器をかし  　その兵隊から目をそらして働いていたが、次に

 むらに腰を下ろすと､  そのまま横になり､しばらく  てください」  というと、それっと看護婦さんを探し  行った時は別の壕に移されたのか 、 なくなったの

 寝入っていた。  に大騒ぎである。それが度重なると 「あんた方、  のか姿はなかった。

 　南風原に来て四月七日頃までは、教師、学生  何しにここに来たの。もっとしっかりしなさい。  　　　　　　　　　　　　　　　（安仁屋真孝編集員）

 は二十四・五号壕にみんな一緒にいた。    これからもっと大へんなことがおこるんだから」 

　 師範本科二年生は、 壕近くで炊事をし、学生  と、きつく叱られた。 　傷負いし手を震わせて己が名を
 だけの食事をつくる。 本科一年生は、各病棟壕    その頃からか看護婦さんは壕には顔をみせず､　　　　　壕に刻みをり韓国の軍夫
 に分れて看護活動をする。  仕方なくこわごわ、 勇気を出して仕事をするよう 　　　　　　　　　　　　　　　長田紀春

　　沖縄師範学校女子部本科一年

連載『閃光の中で』
沖縄陸軍病院の証言

戦争と沖縄陸軍病院（前編）

 り、一週間遅れの入隊となった。

　　聞取り記録　第一回

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５月１日､深沢さん

 九条の碑などを見学して、２０号壕に入りました。

 とても感慨深い様子でした。

 働いていたが、軍属として佐世保より日本軍の艦

 タンカー船員の経験を買われて､  新設の船舶

   １９４１ （昭和１６） 年、浅野セメントで船員として

　きしてNPOの実際について､役員会で勉強会を 四隻の船団を組んで、１９４４ （昭和１９） 年３月

 隊をしたが ､ 上官の配慮で墓参りをしてからとな

ＮＰＯ法人化へ向けての報告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 嘉数君の歓送迎

 トラック島まで行った。 その途中で入隊通知を受

 それを藤岡羊子さんがまとめましたので掲載しま

 １３日に２０号壕を訪問されました。２４号壕、憲法

　その後、志村さんに当時の体験をお聞きするた

 す。

 お話を伺いました。

 め、ガイドの城間、藤岡、藤原がホテルを訪ねて

平成21年5月10日

 「志村十吉さん（８７歳）」という方が平成２１年４月

　の取り組みが急ピッチで進行しています。

南風原平和ガイドの会

 南風原平和ガイドちゅ～しん
第14号

 　沖縄戦の時、暁部隊におり沖縄戦を体験された

　第14号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄陸軍病院壕　平和ガイド通信

元日本兵 志村十吉さんの歩み

　　先月号でお知らせ致しました、NPO法人化へ

　　　　　　　　津波古ヒサ（旧姓岸本）

 る。との事である。みんなあまりのことで、涙を流

昭和二十年三月三十日、艦砲射撃が始まった。



第１4号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄陸区軍病院壕　平和ガイド通信 　 ②

　　１５年前に一度、近くまで来ましたが、一　 　　たいへん、勉強になった。 しかし早くも 　　 大変、貴重な沖縄陸軍病院南風原壕
  般の人が見学に来るとは思っていません 　劣化しているという説明を聞いてショック 　群２０号を見学する事ができて、良かった
  でした。　ひめゆり学徒隊の映画を観まし 　でした。 　です。
　たが、想像とは違っていました。 　文化センター独自のホームページを立ち 　　 戦争の悲惨さを肌で感じることができま

　上げてほしいです。 　した。妻は、看護師なので､大変苦労した
　事がわかる様でした。

　　　　2008年12月26日　北海道　40代　男性 　　戦争の悲惨さを知るのに皆さんに観ても
 　 とても丁寧にご説明いただき大変感謝し　 　らいたいです。
 　ております。ありがとうございました。他の 　　２度目でしたが、やはり､来るたび印象 　　この度は、説明をして頂き、ありがとうご
 　戦跡が観光地にされている状況は、複雑 　が少しづつ違っています。 　ざいました。
 　に感じます。　今後も一人でも多くの人々 　１回、来ただけでは、学びきれない事を
 　に歴史を伝えてください。 　少しづつ学んで帰っているところです。 　　　　2008年12月26日　埼玉県　30代　男性

　　いろいろ、お話を聞けて、とても心に響
　きます。 　　資料や映像などで、当時の様子は何度
　ありがとうございました。 　か見ていますが、実際の現場を見ると､身

 　　私は本当に沖縄が大好きで何度も何度 　に摘まされるれるものがあります。 よくわ
 　も、訪れています。 　　　　2008年12月27日　福岡県　20代　女性 　かりやすく、興味もわきました。
 　ニュースで、沖縄陸軍病院南風原壕が、 　　ありがとうございました。
 　初めて公開されると聞いて、行きたくて、 　　１２月末なのに蒸し暑さと圧迫感を感じ
 　行きたくて・・・。 　ました。  清潔な臭いと言われたけれど、 　　　　 2009年 1月 5日　静岡県　40代　女性

 　 やっとの思いで今回見学する事ができま 　自分にとっては、すごく  「ニオイ」 を感じ
 　した。 ガイドの方に説明してもらいながら 　ました。 　　ガイドさん達が、大変親切でした。
 　みました。外から見ているのと、中では本 　新しい文化センターになったら、ぜひ、伺
 　当に違っていて、あの当時ここで、本当に 　　　　2008年12月27日　　　　　　 20代　男性 　いたいと思います。
 　この事実があったのかと思った瞬間、胸
 　にドーンっと衝撃が走りました。 　　話には､たくさん聞いていましたが､「百 　　　　 2009年 1月 5日　静岡県　40代　男性

 　　自分が今、ここへ来た意味。これからど 　聞は一見に如かず 」 で、入ってみて､壕
 　う生きていくべきなのか・・・・。考えさせら 　の持つ独特の空気を感じました。 　　九条の碑と鐘、日本の本土にはない第
 　れました。 　　６月当時の事を想うと､いかにつらい状 　二次世界大戦。沖縄戦の跡。その碑に先
 　五歳の息子と一緒に見学しましたが、命 　況だったかがわかりました。 　ず厳粛さを覚え、緊張しました。
 　の重さなどを、感じてくれたら・・・っと思っ 　　安仁屋さんの案内で２０号壕を見学しま
 　ています。また、訪れたいと思っています｡ 　　　　2008年12月27日　            20代　女性 　したが、私は第二班での壕入りをしたので
 　もっともっと、勉強して来たいです。 　女性の方の説明を受けました。
 　本当にありがとうございました。 　　実際に現場に立つと、当時の様子が、 　その方のお名前を知りたいと思っています

　想像しやすかった。どれだけの人が、ど 　感謝を込めて・・・。
　れだけ苦しみ貫いたのだろう・・・・・・。 　　壕の中で、軍内差別、命の差別の話。
　　いたたまれない気持ちでいっぱいにな 　今に重ねて怒りが治まりません。

 　 ＪＲ貨物労働組合・東海地本の沖縄平和 　ると共に、平和な世の中をつくらなきゃ・
 　研修団のひとりとして見学させていただき 　・・・。っと決意を固める事ができました。 　　　2009年 1月23日　神奈川県　70代　男性

 　ました。沖縄への旅行はいずれも平和研
 　修として過去３回ありますが､当地は初め 　　　  2008年12月27日　福岡県　20代　女性 　　丁寧で、詳細な説明でした。
 　てでした。 　感謝しております。
 　　 説明、案内をして頂いた大城さんをはじ 　　 こんな狭い所に、 本当にそんなにたく
 　め､多くの普通の人達が運営にたずさわっ 　さんの、負傷者が詰込まれていたのかと 　　　　2009年 1月24日　埼玉県　60代　男性

 　ている事､そしてみんながこの壕群の保存 　思うと、信じられませんでした。
 　公開を通じて、ここで何があったのかを伝 　　でも、現実にあった事なんですね。 　　前回、数年前に来た時は文化センター

 　え､平和を守ろうという気持ちがひしひしと 　戦争って、人を人として扱えなくなるもの 　の遺品のみを見て、壕は封鎖されていた
 　伝わってきました。 　なのだと、改めて思いました。 　ため､外から見ただけでしたが､今回20号
 　　自治体としても、このような保存公開事 　を見て病院壕の実態が一部なりとも理解
 　業を行なっていく事は財政的にもご苦労 　　　　2008年12月27日　　無記名 　できました｡
 　があるかと思いますが、末永く事業を続 　 暗い､湿った劣悪の環境の中で､傷病兵､
 　けて行ってほしいと思います。 　看護にあたられた人々の辛苦と悲惨さは

　言語に絶します。絶対に戦争はいけない。
　　「命とう宝」 この沖縄の言葉が身にしみ
　ます。

　　こまかく丁寧に教えて頂き、ありがとう 　また、ボランティアガイドの方ありがとうご
　ございました。 　ざいました。

　　　　2008年 8月24日　福岡県　50代　男性

　　　　2008年12月27日　福岡県　40代　女性 　　（翁長　まゆみ編集員）
　　　　　飯あげの道　（文化センター側）

毎回、多くの皆様から沢山のご意見をいただきありがとうございます。

平成21年5月10日

　　　 2008年12月 2日　愛知県　40代　男性

　　　　2008年11月11日　奈良県　20代　女性

これからもガイドの会員一同、多くの皆様に沖縄陸軍病院壕や南風原町を知っていただくため、多くの企画を致しますのでよろしくお願い致します。

　　　　2008年 7月14日　八重瀬町　60代　女性

　　　　2008年 6月20日　神奈川県　30代　男性
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