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沖縄県南風原町字喜屋武２５７番地
南風原町立南風原文化センター内
　電話･FAX/　098-889-2533

　沖縄は暑かったり寒かったりと不安定な気候が続いていますが、皆さん体調は大丈夫でしょうか？

　館長の大城和喜さんが定年退職を迎えます。お疲れさまでした。そして本当にありがとうございました。　

 ご参加下さい！

 の日程で行われます。ご都合の合う方は、是非、

　大城館長が講師として参加する講演会が下記
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南風原平和ガイドの会

 南風原平和ガイドちゅ～しん 第２４号

　春は出会いと別れの季節ですね。今月で、私たちガイドの会と一緒に歩んでくれた、南風原文化センター

　今号のガイド通信は、通常よりページ数を増やし、パワーアップしてお届けします！！

琉球歴史研究会　公開講演会

　　　　　私が出会った人々
　大城和喜（南風原文化センター館長）

日時：３月２１日（日）15：00～17：00
場所：南風原文化センター企画ホール
入場料：無料（ただし資料代500円）

激動の沖縄にどのように向き合い、何を
取り組んでこられたのか、交流があった
人々の姿を通して、沖縄現代史の一面を
切り取り、皆さんと共有できればと考え、
広く南風原町内外の皆さんのご参加を呼
び掛けます。
主催：琉球歴史研究会
後援：南風原町文化協会

　僕は学生の頃マブヤーを落として
シーヌガーになった。卒業しても仕事ど
ころではなかったので、マブヤーを拾い
に東北の地へ旅に出た。岐阜や仙台
や弘前そして北海道で約二年間遊ん
だ。
　何とかマブヤーを拾い沖縄へ帰って
来た。仕事はじめは阿嘉島や粟国島で
の臨時教師であった。途中、中央公民
館の仕事があるから帰ってこいと薦めら
れたので、初代の公民館主事となっ
た。以来、僕は公民館に住み着き右に
左に走りまわった。
　公民館主事の後は社会教育主事
だった。給食センターが移転するので、
その後利用を考えなさいと言われた。
さっそく検討委員会を起ち上げた。委
員会では図書館、美術館いろいろ上
がったが、資料館・博物館としての文化
センターをつくった。ここが僕の住処と
なった。
　公民館時代は、民俗芸能交流会を企
画し埋もれた南風原の組踊り等民俗芸
能を数多く発掘復活した。沖縄中を歩
き回り各地のムラの芸能と交流した。こ
れは２５年続けた。また、各字の戦災調
査を企画した。「南風原の歴史文化カ
ルタ」も作った。１５年かかった。

　「南風原の童歌昔歌」のＣＤも出しその
記念公演コンサートもやった。
　文化センターでは、南風原町史もはじめ
た。民俗編、移民編、考古編、戦後史編、
自然編等を出した。また、多くの地域や
人々と盛んに交流した。マツシロ、ヒロシ
マにも行った。アイヌとは行ったり来たり、
韓国済州島にも南風原の芸能を連れて
いった。台湾のアミ族にも行った。ブラジ
ル、アルゼンチン、ペルー、ボリビアにも
何回も行った。
　「南風原町民劇場」も盛況でそこから「か
ぼっちゃマン」も生まれた。５０回以上の企
画展では、戦争や戦後史それにアジアに
焦点を当てた。
　そして、腰を据えて取り組んだ「壕」の保
存公開活用も実現した。それを支える「ガ
イドの会」も誕生した。新文化センターも
開館した。僕は二回も文化センターの建
設に関わった。また、これから建設される
新中央公民館も僕の担当なので公民館も
二回関わることになる。
　いろんなことをやった。多くの人と出会っ
た。その度にいつも豆腐と酒があった。そ
のお陰で多くの人に支えられ、どんな時も
「渡る橋」はあった。人と繋がれば何でも
出来る。有り難いと思う。

「こころよく　我にはたらく　仕事あれ
　　　　　　それを仕遂げて　死なんと思う」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（啄木）

僕にとって、 「 こころよく　我にはたらく

仕事 」 は文化センターであった。いい生
まれだと思う。

　「この世をば　我が世ぞとおもう
　　望月のかけたる事も　なしとおもえば」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（藤原道長）
　
完全燃焼、満願成就、思い残すことなく僕
は卒業します。
グッドバイ。心から感謝を込めて・・・。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（かずき）

　　グッドバイ
南風原文化センター館長　大城和喜

　２月２６日（金）に、理事会で「沖縄体験ニライカナイ」へ
体験学習プログラムの調査に行きました。
　「沖縄体験ニライカナイ」は恩納村を中心に体験プログ
ラムを行っており、全国から延べ５８万人余（２００９年２月
時点）の体験学習者の受け入れを行っています。村内、
地元の人を指導者として一緒にプログラムを実施している
ところが大きな特徴といえます。
　沖縄農業体験（サトウキビ収穫とお土産作りなどはるん
ちゅ体験）、沖縄生活体験（沖縄そば・お菓子づくりな
ど）、沖縄文化体験（琉舞・空手など）など多くのプログラ
ムがあり、実施場所も「恩納村ふれ愛センター　ゆいゆい
おんな」、「真栄田体験施設」、「宜野座体験施設」などの
専門施設の他に、指導者の自宅や地元の公民館など、
地域の中に体験出来る場所があります。
　「沖縄体験ニライカナイ」代表の加蘭さんを始め、実際
に体験学習を行っている指導員の方々にもお話を伺いま
した。
　体験プログラムの内容、事業にかける熱意、姿勢など、
理事の皆さんは感心しきりでした。私たち南風原平和ガイ

 理事で視察に行きました！
ドの会が行っている『シマじまガイド事業』に、これから生かせそう
なことを沢山得ることができました。

←黒糖作り体験を行っている比嘉さんの
お話を伺う

サトウキビ収穫を行うサトウキビ畑にて↑
代表の加蘭さんの説明を伺う

←「恩納村ふれ愛センターゆいゆいお
んな」
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ．Ｒ

 戦争当時の人は、この壕の中にずーっといたの

 で、ぼくが壕の中から出てきた時に思ったこと

 とは、くらべものにならないくらい、そーとー幸せ

 な思いをしたんだなーと思いました。

 た。

 　　           　　　　　　　　　　　    Ｔ．Ａ

　　　　　　　　　　　　　

  ぼくは、たった２０分間、壕の中にいたんだけど

　　　　　　　　　　　　　　

　中はうす暗くて、電灯を照らして歩くと歩きや

 すくて､昔はあんな暗い所でちりょうをしていた

 と思うとこわくなり、昔の人の悲しさもわかりまし

 ました。今、戦争の事を知っている人から苦し

 さや悲しみなどを学んで戦争をしない世界を

 つくるように努力したいです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｔ．Ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｓ．Ｈ

　南風原壕群２０号に最初に入った時は暗くて

 少しこわかったです｡思っていたよりせまく感じ

  壕に入ってみると、じめじめして、暗くて、せま

 かった。とても自分では長時間いれるような所

 ではなかったけど､入らざるをえない状況だ

 った程、戦争はすさまじかったのだと思った。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ．Ｍ

 した。ほんとうにせんそうは人を苦しめるもの、

 よろこばせるものじゃない。まちがっているの

 のに今もどこかでおきていると思うといやにな

 ってきました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｇ．Ｋ

　昔の人は２０号で「いったいなにを思っていた

 のか。どんな気持ちだったのかなー」と思いま

 えていきたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｋ．Ａ

  もうにどと戦争はおきないでほしいです。

  壕の中はとてもむし暑く、少し息苦しかったで

 す。ベットがささっていた土台の穴もたくさんあ

 りました。ベットで自分がねているところを想像

 したら､苦しんでいる人達のうめき声がいまにも

 聞こえてきそうでした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｓ．Ｉ

　このような悲しい歴史も次の世代に伝えなけ

 ればならないので、私達が戦争を理解し、伝

 も続いていたと思うと､私はとっても無理だ

 なぁと思いました｡

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｕ．Ｓ

　最初入ってすぐに電灯を消して１分間真

 っ暗の中でがまんしました。とても怖くて

 ふるえてしまいました。当時はこれが何日

 い場所では絶対すごせないと実感しました｡

 壕に入った後に外の空気をすうと、とてもお

 いしく感じました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　H．M

 世界中から戦争をなくしたい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　O．M

　私はこんなせまい場所で空気もうすく、暗

　もう二度と、こんな悲惨な戦争をしないため

 に､今､私たちが平和である今に感謝しない

 といけないと思った｡平和がずっと続くように､

平成22年3月10日

　いじめやけんかは戦争の始まりと文化センタ

 ーの人が言っていたので、いじめはもちろん、

 けんかもしてはいけないなと思いました。

　　　　　　　　　　　　　         　Ｎ．Ｓ

　昨年の１２月１８日に、小禄小学校６年生が２０号壕と文化センターの見学にいらっしゃいました。小禄小学校の先生と生徒さ
んから感想が届きましたので、その一部を抜粋してご紹介します。

　去った１２月は、２０号壕、及び文化センターの見学をさせて頂きありがとうございました。実際の壕を見学することで改めて戦争
の悲惨さを実感するとともに、小禄小学校の子ども達の変容も感じることができました。
　子ども達は実物の壕を見学したことだけでなく、当時そこで確かに生きていた人達、そして悲しい結末を辿った人達の思いも
しっかりと受け止めてくれました。
　その後も平和学習を続けた小禄小学校６年生は、今回の南風原陸軍病院壕と糸数壕（アブチラガマ）の見学を通して学んだこ
とをみんなに発信したいとの思いで、南風原陸軍病院２０号壕と糸数壕を舞台にした平和劇「命どぅ宝」を１月３１日の学芸会で演
じました。保護者からは「涙がとまらなかった」「学徒隊の悲惨さがわかった」などの言葉をいただきました。他の学年の子ども達か
らも「とってもこわかった」「学生さんや兵隊さんが死んでいくのがかわいそうだった」「戦争はだめだとわかった」という感想をもら
い、６年生達も満足できたようです。
　またこれからも見学などでお世話になると思いますが、どうぞよろしくお願いします。

今年も平和学習の成果を
　
　南風原町立翔南小学校は一年間の平和学習の成果と
して、去った１月３１日に学芸会で６年生の生徒による平
和劇が上演されました。
　昨年は轟の壕でおこった出来事を迫力のある演技で
上演されましたが、今年も『対馬丸』の悲劇を昨年に勝る
とも劣らない演技で父兄である観客の涙を誘いました。
　翔南小学校の平和学習は１年をとおして自分の学習を
したことを壁新聞としても発表をしていました。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毎回、多くの皆様からご意見を頂き、ありがとうございます。多くの人々で共有し、壕運営の

　平成２１年１２月３日（木）沖縄県塩屋小学校

 つらなりたいものです｡お世話になりました｡ご

 ゆり学徒の人達は､せまくて空気も薄く、ひど

 ルで寝ました。この子の未来に、基地は要らな

 るのはすごいと思いました。僕は途中で息が   私は命の大切さなどいろいろ知れて良かった

 とは思っていませんでした｡でも最初は以外に

  ２０号の中に入ってみたら、すごくこわかったで

 掲示板に書いてあったので２４号の中は、けっ

 です。南風原の人々の平和を創ろうとする気持

  このような重要な、戦争の悲惨さを具体的に

 私達に教えてくれる施設を町やボランティアの

 皆さんが支えていただいていることに感謝しま

 きました。そこでは幅１.８ｍの中、ひめゆり学  す。多くの人に見ていただきたいと思います。

 
 ありがとうございました。

　　　平成２２年１月２０日　東京都江東区　Ｔ．S　

　　　平成２２年１月１２日　北海道河東郡　Ｍ．Ｙ　　　　　　　　　　　

 分のなかにどう取り込んだら良いのか。途方に

 徒が働いていたそうです。ライトを付けて入る  くれています。答えを少しずつ探していきたい

　

 研「観光コースでない沖縄」を読み､沖縄陸軍

 病院跡を訪ねました｡そしたら２０号が公開され

　１２月３日に修学旅行で陸軍病院２０号に行  たということです｡ひめゆりの少女たちの死を自

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｓ．O

 何があったかなどを教えてもらってよく分かり

 ました｡いろんな事を教えてくれてありがとうご

  岩波ジュニア新書「ひめゆりの沖縄戦」､高文 ざいました。　　　　　　　　　　　　　　　　

 ったです。たくさんの人に行くようにすすめたい

 て知りました｡あと､ツルハシとかを教えてもら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｙ．Ｙ

 ちに感動しました。

  ってほんとうの名前を知れて良かったです｡

 壕の中に入って最初は息がしずらかったけ

  以下は一般のお客様のアンケートを紹介しま ど、後からはなれました｡それで､昔はここに

 す。　　　　　

  壕の体験は､将校とひめゆりの差別の話がよか

　陸軍病院壕跡で､沖縄の攻められた所やな

 １２月３日は病院壕の事を教えてくれてありがと ぜそこを狙ったかなどを教えてもらって初め

　うございました。  が果たした役割など勉強になりました。

 知りました。戦争になるともっとも弱い者が犠牲 ばたくような感じをイメージしたと言っていました。

 になるという事､慰安所の存在､沖縄からの移民

 うなイメージで作られていて､平和の鳥､鳩が羽  処方されても生き延びた人がいたことは初めて

 こう狭い事が分かりました。それに鐘もありまし

 ることができないものだと思います。青酸カリを

 んな事分かって良かったです。ありがとうござ

 た。その周りは、５本の指でお祈りをしているよ

 いました。　　　　　　　　　　　　  院壕のベッド､体験､戦車､奉安殿など他では見

 真実にれていてとても見応えがありました｡病

　                                        Ｓ．Ｙ

  南風原文化センターの展示は、戦争の実相、 こんなところにいたなあーと思いました。いろ

 療器具とかもあったり、ツルハシとかで穴を掘っ

 学してもらいたい。

 出口の所で懐中電灯を消してみたら最初の

 ２４号は入り口がふさがれて見れなかったけど、

 でゆくとだんだん低くなっていき、上にぶつかり

 て湿気もありました。あと息苦しかったです。

 そうになりました。それに外に２４号もありました。

　　平成２２年１月１０日　北海道札幌市　 Ｙ．Ｋ

　陸軍病院の壕に入りました｡壕をツルハシで

 た跡もありました。かなりな距離があり前に進ん

 割を果たしている壕群２０号を多くの人々に見 掘って作ってました。壕の中は、とにかく暗く

 暗さよりもずっと暗かったです。昔の人はよく

 うございました。

 てどうもありがとうございました。初めて壕に入っ

 た。戦争遺産を大切に後世につなぐ大きな役

　　　　　　　　　　　　　　　 　　　     Ｚ．M

 て最初感じたのは低くて狭かったです。昔の医

 されガマと違い通路がしっかりしていてよかっ

 しさ、悲しさを思った。入り口、出口とよく整備   １２月３日は、陸軍病院壕跡の事を教えてくれ

 ガイドさんの説明で歩きながら戦争のむごたら

 んでした。本当にありがとうございました。

 そうしたもののいっぱいつまった壕内を親切な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｓ．M

 朝鮮の方であろう人々の望郷の思い、無念さ、 争時はとてもこわいだろうなあと思いました。

 まじさ、「姜」とある天井の文字、おそらく中国、

 安仁屋さんのおかげでわかりました｡ありがと

 できない人がいた事が分かったのでさらにび

 再現の物はすごくかわいそうで､見たくありませ

 っくりしました｡ひめゆりの人たちの大変さもよ   火炎放射器をはじめ、壕内までの攻撃のすさ

 な二段ベッドを見るととても狭くて戦争時の大

 す。ビンとか薬とか、その当時の物だったので、

 変さが分かりました。また壕の中に入ることが

 くわかり､また電気を消すと光がなく暗くて､戦

　　平成２１年１２月２８日　福島県石川郡　N．Ｓ

 いい工夫だなあーと思いました。

 令口調がくどく、かつての日本軍の自決命令

 すごいと思いました。それと人形のその当時の

 なりました。

 広いと思っていました。でも実際に当時のよう  に似たような権威主義的暴力的物言いが気に

　僕はここに来る前に学校でビデオを見てこの

 鐘を鳴らして、その意味は手を合わせて願って

 指示に忠実な様子をみて理解はできますが、

 壕の事は知っていたけど､まさかこんなに狭い

 いる手と､鳩が羽ばたく様子を表していたので､

  私は２０号を見に行きました｡初めは２４号を見

 あまりにも「絶対触らないでください。」という命

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｋ．A

 に行きました｡２４号を見て､台風で崩れたと聞

  洞穴の中を案内するガイドの熱心で上からの

 いて、すごくもったいないなあーと思いました。

 りました。ありがとうございました。   平成２１年１２月２７日　大分県佐伯市　　Ｍ．N　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M．Ｙ

 ました｡　 です｡本当にありがとうございました。 苦しくなって出たけど､湿気がすごい事もわか

 屋さんのおかげでいろんな事が分かりました｡ 息苦しかったです。あんな所をツルハシで掘

　僕は､沖縄陸軍病院壕に行ってとても狭くて

 いと､母の思いも強くなりました｡ありがとうござい

 だなあー、と思いました｡その手や足をひめゆり

 たくないという思いを強くしていました。夢に出

 てきそうで眠れないという我が子を抱いてホテ

 いました。安仁屋さんありがとうございました。

 の女の人たちが運んでいるので､私はびっくりし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｈ．Ｓ

 ていき子供にはきついかなとリタイヤも覚悟し

 てました。でも、子供なりに心に感じ、戦争はし

 ました｡私は驚いて泣いていたと思います｡安仁

 「ウジを取ってくれー」と毎日兵隊さんが叫ぶ

 のに手や足を切られているので､とっても痛そう

 に子供をつれて参加しました｡以前から､沖縄  あと､鐘の意味とかも知れて良かったです｡２０

 戦について知りたいと思っていましたが「しお

 ので休む事もままならなかったのかなー､と思  り」 を読み進めるうちにどんどん心が重くなっ

 号の穴に入りました｡ツルハシとかで穴を掘って

 自分達が休んでいるときでも、「水をくれー」

 いる事も分かりました。兵隊さんは、麻酔もない

   沖縄陸軍病院壕跡では、アメリカ軍が上陸し

  大分県教職員互助会「沖縄平和学習の旅」

　ぼくが、この壕の中をみて思ったことは､ひめ

 た所とか教えてくれてありがとうございます。

　平成２１年１２月１１日　埼玉県坂戸市　　K．O

 い臭いのする洞窟で､兵士の治療をしていて

 ですが、平和を準備する人ちたちの末席には

 れてきましたので掲載させて頂きます。

 六年生の皆さんが平和学習の為、壕の見学

 　　                                   　　Ｔ．Ｙ  活躍を心より祈年しております。

 に訪れました。後日、その時の感想文が送ら

 備することだ」 は故加藤周一氏の言葉だそう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　一助にさせて頂きます。これからも是非、ご意見をお聞かせ下さい。よろしくお願いします。

 と考えています。　「平和のためには平和を準

平成22年3月10日

 と明るいけど、消すと暗くてパニックになりそう

 たのですごかったです。また兵隊さんは麻酔を

 しないでのこぎりで足とか腕を切っていたと言っ

 ていたので痛そうでした。

アンケートのご紹介
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賛助会員募集！
ＮＰＯ法人南風原平和ガイドの会の賛助会員を募
集しています。
一口1000円～、ガイドちゅ～しんの送付とガイドの
会主催の行事のご案内などを予定しております。
申込書は、壕管理室とガイドの会事務所に置いて
あります。ご希望の方にはFAXや郵送致します。
　ご入会、お待ちしております！

ふぇーばる物産展開催！
 南風原町で生産・製造されている物産を展示紹介し、販売の機会を促進する目的で『第一回ふぇーばる（南風原）物
産展』が、開催されます。
　私たち南風原平和ガイドの会も、事務局として一緒に参加することになりました。ガイドの会の会員のみなさんには、
展示会のご協力をお願いする予定ですので、ご都合の合う方はご協力よろしくお願いします。

『第一回ふぇーばる（南風原）物産展』
日時：２０１０年３月２２日（月）～２８日（日）　９：００～１８００
　　　　　　　　　　　　　※２４日（水）は休館日のため、お休み
場所：南風原文化センター企画ホール

主催：　「ふぇーばる（南風原）物産展」実行委員会
南風原文化センター、南風原町まちづくり振興課、南風原町社会福祉協議会、NPO法人南風原平和ガイドの会、太希おきなわ、
琉球絣事業協同組合、南風原町商工会、南風原町商工会青年部・女性部、はんどinはんど、てるしのワークセンター、育成福祉
会、南風原町女性連合会　［順不同］

壕の管理人が変わりました
これまで頑張って頂いた大城逸子さん、嘉数聡さ
んにかわって、２月２２日より、宮城弘子さんと福広
太郎さんが壕の管理を担当しています。よろしく
お願いします！

講座のお知らせ
①南風原町の史跡めぐり講習会　～津嘉山編～
３月11日（木）　９：００　南風原文化センター出発
　　講師　城間良和さん
②琉球歴史講習会　～近世琉球の歴史～
第一回目　　３月１４日（日）　１６：００　南風原文化センター交流室
第二回目　　３月１６日（火）　１９：００　南風原文化センター交流室
講師　深沢秋人さん

対象：南風原平和ガイドの会会員
　　　　南風原平和ガイドの会賛助会員

今年度最後の講習会です。ふるってご参加下さい！

沖縄観光情報フリーペーパー

「ｍahaepress」

２０１０　March-April号
［沖縄観光コンベンション
ビューロー発行］

　　　掲載！！
観光情報誌mahaepress「 特
集 ふれあい平和教室 」で、『
壕やガマを案内する平和ガイ
ドから学ぶ「平和」 』ということ
で、県内の平和ガイドをご紹
介している記事があります。私
たち南風原平和ガイドの会も
ご紹介頂けることになり、ガイ
ドの会代表として、副理事長
の金城美根子さんが取材を受
けました。ガイドちゅ～しんに
も一部転載します。

※「mahaepress 2010 march-
april」 は、県内各観光案内所
他、南風原陸軍病院壕群２０
号受付及び南風原文化セン
ターにも置いてあります。ご覧
になりたい方は、是非どうぞ。

mahaepress 2010 March-
April  より一部転載

『連載「閃光の中で」　沖縄陸軍病院の証言　生と死の第三外科』 は紙面の都合上、今月はお休みさせて頂きます。ご了承下さい。


