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第２５号

   　 だんだんと日差しが強くなり、暑くなるかなと思ったら、寒くなったり・・・まだまだ不安定な日々が続いてますね。
   黄砂も例年よりも多く、体調を崩された方も多かったのではないでしょうか。 

　                     

　第25号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄陸軍病院壕　平和ガイド通信 平成22年4月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　      

南風原平和ガイドちゅ～しん

 　  さあ新年度が始まり、 ガイドの会の職員も新しく増えました。 どうぞよろしくお願いします！　　

　
　「沖縄戦や基地の問題を自分自身の
目で見て、歩いて、考えよう。」という趣
旨で、体験ピースウォーキングという企
画を立ち上げた。これは、３月２６日の米
軍の最初の上陸地阿嘉島から、９月７日
の沖縄戦降伏調印式の日までを、その
節目々に合わせ、縁の地を歩こうという
ものである。
  実行委員長に垣花豊順さん、よびかけ
人として、まよなかしんやさんや平良次
子さんらが、協賛団体として１フィート運
動の会、はえばる九条の会、はえばる
Youthそして南風原平和ガイドの会など
が参加している。
 前半の日程をこの程無事終了したので
簡単に報告する。

・３月２６日～２７日
米軍の沖縄戦で最初の上陸地　「阿嘉
島、慶留間島」　５㎞
・４月１日
　本島での上陸地　読谷村渡具知から
チビチリガマ、恨の碑等を経て、嘉手納
道の駅まで２２㎞
 ・４月２日
宜野湾市役所から佐喜真美術館、嘉数
高台を経て３２軍司令部壕跡、沖縄陸
軍病院壕まで　２０㎞
 ・４月３日
南風原文化センターから山川橋、八重
瀬岳等を経て平和祈念公園まで１５㎞
・４月４日
平和祈念公園から南北の搭、白梅の搭
等を経て喜屋武岬まで　１３㎞
　
以上のコース、日程で延べ歩行距離数
７５㎞延べ参加人数は８１人をこえた。

そのなかで、２日の最終地２０号壕前

では、２０号で実際に看護活動をした島袋
淑子さんの講話とはえばる九条の会の会
長、金城義夫さんの挨拶があり深い感動
をよんだ。それと特筆すべきは、南風原平
和ガイドの会として正式に実行委員会に
参加して頂き、ガイドとして友利恵徳さん、
宮川光代さん、太田玲子さんにそれぞれ
の地で話をしていただいた。さらにはえば
るYouthからも文化センターの平良次子さ
んの呼びかけにより多数の参加を得ること
ができた。Youthの福広太郎さんには、南
風原に関連する地において説明していた
だいた。適切な説明であり、参加者の皆さ
んからはお褒めの言葉を頂いた。

戦後６５年　沖縄戦体験ピースウォーキング報告

ガイドの会会員と賛助会員対象の講習会
が下記の日程で行われました。
①南風原町の史跡めぐり講習会
　　　　　　　　　　　　～津嘉山編～
   ３月11日（木）　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）
　　第二回目　３月１６日（火）
　　講師　深沢秋人さん

 津嘉山で行われた史跡めぐりでは、主に
津嘉山の旧部落を中心に、クニンドー遺
跡、津嘉山クボー遺跡、仲間村跡などを
巡りました。琉球歴史講習会では、近世
琉球の歴史と題し、琉球社会の人々の身
分や職業などを学びながら、琉球社会の
負担と抵抗などについて講義して頂きま
した。三回とも質問が活発に行われ、参
加者の皆さんは熱心に聞いていらっしゃ
いました。。
　今年度も様々な講習会を開催する予定
ですので、是非、ご参加下さい。

①南風原町
の史跡めぐり
講習会
←

②琉球歴
史講習会
　　　　　→

喜屋武岬
にて
　　　　　→

ピース
ウォーキン
グの旗を
持って、い
ざ出発！
←

　　講習会開催！

 ６月２３日と９月７日にも同様の企画をして
います。
参加ご希望の方は
　沖縄戦ピースウォーク実行委員会
０８０－１７６８－４８２３（まよなかしんや）
　　　　　　　　　　　　までご連絡下さい。
一人でも多くの皆さんのご参加をお待ちし
ています。
                          　（安仁屋　真孝）

  開催期間中には８４０人のお客様が訪
れ、３３５枚のアンケートに感想を記入して
いただき、今後町内の物産や町民の作品
を紹介するコーナーを設置するさい、消
費者ニーズを把握するうえで、とても参考
になりました。
  また、訪れるお客さんは南風原町にこの
ように沢山の物産があることに驚き、出展
者はお客さんとの会話を楽しみ、出展者
同士で情報を交換し合い、隣の出展者が
不在の時は代わりに対応したりと、お互い
のつながりを作ってくれたようです。
　私どもＮＰＯ法人南風原平和ガイドの会
の定款には、「平和学習と共に（中略）町
内の住民、企業、農業者と積極的に連携

し、協働で展開し、地域の経済活動の活性
化と住民参加のまちづくりの推進に寄与す
ることを目的とする」と位置づけられており、
その目的を達成するための事業として「町
内特産品の紹介、販売事業」があります。
　今回はガイドのみなさんの協力も得て、
第１回目の事業が無事に終了いたしまし
た。その後、多くの方々から激励や次回の
開催を期待する御言葉をいただいておりま
す。
  この経験を踏まえて２回、３回と回を重
ね、文化センターを訪れるお客様にも知っ
てもらうようにしましょう。
　
　　　　　　　　　　　（事務局長 藤原政勝）

 去った３月22日から28日までの１週間、
南風原町の特産品や南風原町で作られ
た作品を展示販売をする「第１回ふぇー
ばる物産展」が南風原文化センターで開
催されました。
　南風原町で作られている物産について
多くの町内外の方々に知っていただこう
と、ガイドの会の理事会で決定をし福祉
事業所・農園・商工会女性部や青年部・
町女性連合会・絣組合そしてスッパイマ
ンや黒糖の企業など町内の諸団体と実
行委員会を立ちあげ、16事業所と４個人
が琉球絣を使用した小物類や木工芸
品、シーサー等の焼き物、お菓子等１５０
品目の品物が展示販売されました。

第１回 ふぇーばる物産展開催
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 いかと思います。

 戦争は知りませんが、中に入って説明を聞

  

 

　　　　　

  伊原の集落の住民はほとんど避難していた。

　
　

 　　　　　　　　    

 癒されますが､良い所だけではなく悲惨な地で

 

 我が残りの人生を考えた時、 「 今 」と思いや

 を願っています。ありがとうございま した。

   ７月に両親と沖縄へ行きますがその時に案内

 閲覧しまして、一般公開をしていることを知りま

  戦争の悲惨さが分かるすばらしい施設だと

 戦争はいやですね。

 戦争について記載してある本から、南風原陸

 りてこいと宮崎婦長に言われて、中二階のよう の場所に五人、十人と隠れていた。生徒は比

 という返事があってほっとする。防衛隊員の

 ビ畑の中から人の足音が聞こえる。班長が

 ていた｡サンゴ礁の岩は､くぼみや横穴があり､

 Ｋレーションは珍しくて少しずつ皆で美味しく

 心強かったが、敵は既に近くまで進攻してい

 いただいた。

 命令が出たとのことで、暗い壕の中央の高い

 広場に集合を命ぜられた。私は、南風原よりの

 疲労ですっかり体調をくずしていたが、必ず降

  壕に入って一ヶ月すぎた六月十八日、解散 蔦や木の根っこをつかまえて下へ降りていた てても肝を冷やした｡南風原村に入ってからキ

 が、後に板梯子が設けられ、それで昇り降りし

 になっていたくぼみの中から降りて参加した。

 るという情報で､いきなり目前に敵兵が飛び出

 縦へと行ける大きな自然壕で、村では「チブル てくるのでは、と恐怖で胸しめつけられる思い

 較的広い横穴を利用し、先生を中心に母鶏が あった壕は爆破され、壕の跡の弾痕は折か

 若い二人とすれ違った。病床日誌の置いて

 アブ」と呼んでいたようである。当初、入口から

 「山」と暗号を､小声で言うと､先方より　「川」　

 軍医、兵、看護婦、雑仕婦、学徒が各々適当

 であった。サトウキビの葉がバサバサと音をた

 きた。 皆に挨拶をしてまた、そのまま出て行か 然わからないようになっていた。入り口より八メ

 れたが､これが最後で再び逢うことはなかった。　

 南風原へ引き返した｡散発的に落ちる砲弾

 ダンソテツ、ガジマル等で覆われ、外からは全  を持った上地宗次郎兵長がひよっこりたずねて は遠い所のようであった。新垣班長が一緒で

 か、戦果だよ」と珍しいKレーションの小さい箱 口は空に向いて､直径五メートル位の広さでア

 ートル位まっすぐ下へ降りると底は広く、横へ

 看護婦の安谷屋ヨシ子､本永マサ､大嶺シゲ

 角にあり、首の細い壺の形になっていた。入り  薄暗い壕生活を送っていたある日、 「皆元気 子の五人、再び星明かりをたよりに闇の中を

 疎開した父母のことを考えながら悲しくなった。 とになった。伊原の第三外科の壕は松林の一

 景であった。一夜を空屋ですごし、壕に入るこ  てあの人達を殺した加害者でもあることを思い、 りにいくことにした｡休む事もなく新垣班長と

 いかと、同じ沖縄人であるのに軍の陰にかくれ

 なかったか、これからすぐ取ってこい 」  との

 は隠れる所もなく全員死んでしまつたのではな ことであった。私は婦長より病床日誌を引き

 砲弾や機銃の音も少なく、おだやかな農村風

 追い出されていた｡私供の壕から出された人達 第三外科壕の生活

 継いだ事も手に触れたこともなかったが、取

　壕に入って行くと宮崎婦長に呼び出された。

 日本軍に奪われ、雨のように降る砲弾の中へ 「 重要書類である病床日誌をなぜ持って来

 集結してしまい、既に避難していた住民は壕を 無事に帰る事ができた。

 てくるかしら」 と言っていたらしいが私供は全員  たため、住民は軍と共に行き場のない南部に　「病床日誌」をとりに
　その頃から米軍は中部より南部へ進撃してき

 を取って来るように命令をした婦長は､出てゆく  大根等の食料を残して出ていった。

 五人の後ろ姿をみながら 「 あのうち何人が戻っ

 た。大きな瓶の中に芋くづ、芋カス､大豆、干し 長の声で四人とも黙って引き返した｡病床日誌

 ったかはっきりしないが、「もう帰ろう」　という班   って､老母と嫁と子供を残して立ち退いてもらっ

　　　　　　　　　  民が避難していたのを、軍が使用するからとい 探したが、何もふれない。数分、否　数十分だ

　

 モンペのまま入り､大腿部までつかって足先で 　南風原よりこの壕に来た時には既に地元の住

 り添うようにしているのが羨ましかった。 底に沈んでいるのかも知れないと泥水の中に

 羽の下ひよこを抱えるように一ヶ所に集まり、寄 らの大雨で大きな池になっていた｡書類が地

 

  

 　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

　　　　　　　　   

  

   

 　　　　　　　　　  

 くと涙が出ました。平和公園のように手をつ

 　　　　　　　　　　２月２２日　三重県　T.T

 できたらと思っています。

　  地について話し興味を持って頂けるようにしたい

  すごく感動しました。戦後生まれですか ら

 っと祈りを捧げることができました｡心から平和

 と思います。　　　　　　　　　　

 くした所よりそのまま、ありのままにある所が  　　                 ２月２6日　茨城県　　J.T

　　　　　　　　　　　２月１４日　福井県　Y.Ｈ

 なり、言葉が出なくなり、出せないまま６０年。

 あることを忘れないよう私も多くの方々へ戦争跡

 いて､この平和の為にもこの壕を残し後世

 事を誓いました。終戦が小学３年。以後、年を に伝えて欲しいものです。

 経るにしたがい、その惨状を知らされるように

 ものでした。横の公園では少年野球をして

 の幸せを今後も続けるべく力いっぱい生きる

 た｡見たことの無い父に、妻と知り合えたことの  当時のままの壕を体験して､想像を絶する

 感謝を報告し沖縄の皆さんの魂に感謝し、今

　　　　　　　　　　１２月３日　国頭村　Ｓ.H

 ていたと聞き､インターネットで調べて訪れまし

 いほどの悲しみを受けた次第です｡戦争のない

 した。糸数アブチラガマ、文化センター、対馬

 記念館を見学させて頂き､言葉では表現できな

　 義父の戦死公報に５月２５日南風原と記 され

                      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

平成22年4月10日

 世の中になって欲しいと思います｡沖縄は温暖

 な気候で海も美しく､人柄も良い方たちばかりで

                        下さい。お待ちしています！

 思います。　もっと多くの学校の先生方へこ

                        ２月１４日　福井市　Ｋ.Y

 軍病院のことは知っていました。何げなくＰＣ

 の施設があることを知らせてもよいのではな  で検索しましたら 「 沖縄平和ネットワーク 」で

　           　 　　　　　　　　　
 大変よかったです。大切に残して下さい。

アンケート・お手紙のご紹介

　連載　「閃光の中で」
 

 

　　　　　　　沖縄陸軍病院の証言
 生と死の第三外科壕（第三回）
 　第三外科婦長　具志　八重

壕の管理・受付と
文化センター案内・受付が委託
されました！
平成２２年４月から、壕の管理・受付
と文化センター案内・受付が、南風
原町から南風原平和ガイドの会に委
託されました。壕の管理・受付には引
き続き宮城弘子さんと、そして新しく
金城枝里子さん、文化センター案
内・受付は、西銘昌子さんと玉城慧
子さんにお願いしています。４人をど

うぞ、よろしくお願いします！

賛助会員募集！
平成２２年度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・講習会のご案
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。ご希望の方は‥
　

    南風原平和ガイドの会事務局
　         　　０９８-８８９-２５３３
までお気軽にご連絡下さい。ご入会、お
待ちしております！

戦争遺跡保存全国シンポジウム
今年６月に南風原町で行われる戦争遺
跡保存全国シンポジウムに向けて、私
たちガイドの会の取り組みに関する集ま
りがあります。会員の皆さん、是非ご参
加下さい。
　　４月２４日（土）18：30～
　　　　　　　　文化センター企画ホール


