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　　今号から、ガイドちゅ～しん編集部会も人数が増えました。これまでにない新たな企画

　　　夏休みも終わり、壕の学校団体予約も増えてきました。また忙しくなりそうですね。

　　もお届けしていきたいと思います。ご意見ご感想をお聞かせ下さい。よろしくお願いします！

南風原町立南風原文化センター内南風原平和ガイドちゅ～しん

はえは第１６回 南風原町子ども平和学習交流事業

南風原町が毎年、町内の小学６年生を対象に

行っている子ども平和学習交流事業の本研修が、

今年も無事に終了しました。

今年の参加者は８名。全員女の子で、とても元気

な子どもたちです。

参加者は７回の事前学習をしたあと、３泊４日の

本研修で広島・大阪・京都へ。

事前学習では、沖縄戦や南風原の学童疎開、

沖縄の米軍基地、松代大本営やハンセン病、広

島の原爆について学びました。

本研修は、8月9日（月）～12（木）に行われ、広

島では、語り部の沼田鈴子さんにお話を伺ったり、

総会で承認されました部会の活動が開始してい

ます。

機関紙『南風原平和ガイド通信』編集部会 、企

画・広報部会 、学習部会

の3部会です。

会員はいずれかの部会に所属するということに

なっていますので、まだ事務局に希望を出して

いな方は、お早めにご連絡お願いします。

南風原町社協福祉活動資金造成チャリ

ティー上映会

浦添ようどれ～よみがえる古琉

球～
上映日：2010年10月31日（日）

上映場所：南風原文化センター

上映時間：11：00 14：00 18：00 （３回）

チケット情報： 前売り券 当日券

大人 1200円 1500円

シルバー（60歳以上） 1000円 1200円

学生 800円 1000円

小人 600円 800円

主催：映画「浦添ようどれ～よみがえる古琉

球～」上映南風原町実行委員会

お問い合わせ：

南風原平和ガイドの会（098-889-2533）

夏休み。多くの親子連れが蝉・トカゲ・蝶・クワ

ガタを求め、散策する黄金森。65年前の薬品

のビンが先日、8月23日 21号入口（現在のトイ

レ付近）で中学生によって発見された。かつて

病院のあったこの地には、まだまだ多くの遺物

が眠っているのかもしれない。

未だある６５年前の遺物（薬品）

☆かぼちゃそば作り 参加者募

集☆
日時：平成22年10月19日（火）9時半～

場所：南風原文化センター 研修交流室

対象：南風原平和ガイドの会会員及び賛助

会員

講師：大城清子（南風原町生活研究会）

料金：700円

準備物：エプロン、頭巾

申込締切日：定員に達し次第締め切ります。

申込先：南風原平和ガイドの会事務局（金

城）

部会活動スタート！

※薬品のビンは、壕管理室の爆弾の破片の

横に一緒に展示されています。

広島平和記念資料館や広島平和記念公園で広島の原爆について勉強しました。大阪では、

関西南風原会の皆さんにお会いしたり、京都の立命館大学国際平和ミュージアム見学や今年

の6月南風原町で「語りと唄・三線による朗読劇 ふたつの壕」を公演して頂いたまぶいの会京

都の皆さんと交流しました。最終日には、人権博物館リバティおおさかを訪ね、人権や差別に

ついて学びました。

8月27（金）には、本研修の報告会も開催され、家族や各小学校の校長先生や副町長、文化

センター職員らに、自分達の見てきたこと・感じたことを発表しました。

事前学習、本研修と学習を重ね、今ままで知らなかった戦争や差別の問題を通して、平和は

とは何かを改めて一人ひとり考える機会となったようです。

これまでに、この子ども平和学習交流に参加した子どもたちの中から、私たちガイドの会のガ

イドとして活動している会員もいます。近い将来、この中からも、ガイドが誕生することを期待し

ましょう。

8月定例理事会

［2010年8月13日（金）18：30～］

主な議事、内容

・事務局よりマップ作り参加希望者及び各部会

加入希望者数の報告

・黄金森植生調査の予算を縮小し、児童向け紙

芝居製作（３部）に対して予算付けが承認される。

・ドキュメンタリー映画『浦添ようどれ～よみがえ

る古琉球～』実行委員会参加及び事務局を引

き受けることが承認される。

ガイド活動をしていると疑問やわからない

ことが新たに出てきます。みんなで問題解

決していきましょう。

Ｑ19号壕との通路の一升瓶は当時のもの

ですか。何に使っていたのですか。（ガイ

ド宮川）

Ａ発掘したときにそこにあったものです。

一升瓶、ビール瓶は壕からよく出てきます

が、水や燃料を入れてたのではないかと

思われます。（文化センター上地）

Ｑ壕天井にところどころある釘は何ですか。

（宮川）

Ａ戦後の遺骨収集のときに電気を吊るした

ものだと思われます。（上地）

Ｑ壕管理室にある爆弾の破片は、どれくら

いの大きさの爆弾のものですか（ガイド熊

野）

Ａ詳しいことは、わかっていません。

この爆弾の破片は、黄金森公園の

園路を整備した時に発見されたも

のです。（上地）
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 りすることは祖父の足跡を辿る旅といつもなっ

 つけないことが度々あるので、小さな看板な

 

　

  ほんとうに死の運命が今日来るか、明日来る

 かかりました。

  壕の中はムシムシしている中で色々の臭い

 した。今はこの世にはおられませんが、婦長さ

 んには色々とお世話になり感謝しております。

 私はどうやら命だけは助かって快復し、他の学

 徒４名も元気になり、患者の治療に看護に昼夜

 かとの思いを胸に抱いた毎日を送ってきたの

 でしたが、命だけはどうやら、生きながらえて

 おります。

　　　年やたちかわてん六月になりば

　　　　　　戦友ぬ忘りららん何時の世までん

 一人、ひとり処置をしていくまでには時間が

 看病して下さっているのがぼんやりと見えてきま  どこからともなく聞こえてくるあのうめき声には

 で壕を後にしました。

 ありがとうございました。

             ７月１９日　東京都　３０代　男性

 徒さんや苦しむ患者さんがいたんですよね。

 で感じました。考えさせられます。

 学生達が５月の壕の中の暑さと汚臭、湿気と   黄金森に３０もの壕があることを知り驚きました。 　   ８月１９日　京都府　２０代男性/２０代女性

 本当に本当に戦争の恐ろしさ、悲惨さを身体

  陸軍病院第一外科に勤務していた照屋は

 9号壕の受け持ちに割り当てられました。学

 す暗い壕の中は患者の状態を観察できる余祐

　　　　　　　

 軍医）方が２、３名ずつ、交代で待機しておら

 れたようでした。

  情勢は日増しに悪化し、爆撃は昼夜を問わ

 ず激しくなるばかりで患者は次から次へと波

 の如く押し寄せてきます。

 どり着き、そこで友だちと一人会い、二人会い

  患者の飯しあげも、ひと山超えて炊事場へた

 が入りみだれ、どうなることか心配しているうちに

 葉がでません。しかし、開戦以来、苦しい壕生

　「ごめんなさい。さようなら」

  両陛下万歳と書き記して亡くなられました。

  治療をしていると、包帯やガーゼの中からよく

 声は、「お母さん、お父さん」

　「お元気でお先に行きます。」

  患者は毎日のように死亡していきました。その

 うに胸に迫ってきます。

 け、と言われました。なぜなら、ウジ虫が膿の部

 取 り除いていると、軍医が一、二匹は残してお

 分をきれいに吸いとっていくのです。

 ているのは暁部隊の大尉の最後でした。

 なる晩は外に出て新鮮な甘い空気を胸いっぱ

  空襲、艦砲射撃、爆撃の音が止まって静かに

 等でした。ただ一人、今でも脳裏にこびりつい  めあうひとときもありました。

 い吸い、ときには皆で合唱したり、お互いに慰

 いつの間にか鼻もマヒ状態になってきました。う

 持ちにはどうしてもなれませんでした。

 ウジ虫がノコノコと這いだしてきました。それを

  想いおこせば４０有余年の月日が濁流のよ

 もあたえてくれないくらい忙しく、落ち着いた気

 生さんが４、５名配置されていたと記憶してい

 ます。その壕はコの字型になっていて、奥に

 にきますからと言い残して、後髪ひかれる思い

 すぐにでも手をさしのべてあげたいのですが

 した。

  何時間たったでしょうか。周囲を見回すと、もう

 あたりは暗くなっていました。いつの間にか私は

 れとの命令があり、患者さんにはトラックが迎え

 にするなり「看護婦さん、おにぎりがガリガリして

 下さい」とすまない気持ちで言うが、後はもう言

 活の連続も必勝を信じたればこそ、苦労も苦労

 とは思いませんでした。しかし戦火は日に日に

 いる」と言う。「すみません、我慢していただいて

 きびしくなり、とうとう島尻、真壁、喜屋武へ退が

 意識を失っていたとのことでした。  「看護婦さん傷が痛い」

 す暗く一日中灯されています。絶えることが

 ない負傷兵のうめき声で、毎日の壕生活が

 始まりました。

  ある日のことでした。患者の治療中（ガーゼ交

 隣の８号壕の入口に寝かされ、上原婦長さんが

　「かゆいからみてくれ」

　「ガーゼを交換してくれ」

　「水が欲しい」

 は医局がありました。

 とこらえるのが精いっぱいで、言葉をかけること

  診療主任（比嘉軍医）、福島軍医、山崎軍医

 大隅軍医、児玉軍医、平良進先生（歯科医

 れ、その後のことは覚えていません。３、４名

  まっ暗い壕の中はランプが一つ、二つ、う

 爆撃、空襲等が静かになるのをじっと待ち、伸

  学生さんたちも、一生けんめい親身になって

 びた草をはらいのけて、屍を埋葬しました。

 換）に、大きな爆発音と爆風がして入口が埋も

 看護に当たり、その姿に頭の下がる思いをしま

 け合い、はげまし合う憩いの場でもありました。

 してあなたも元気だったね、良かった、と声をか

  学生さんたちも、一緒に照明弾、艦砲射撃、

 ありました。それを取り除くと、少ないご飯がさ

 日課のようになっていた毎日でした。

 らに少量になり、おにぎりにするとすまない気持

  それから黙祷をささげて急いで壕へ戻るのが

 弾、爆風等で食缶の中に土ぼこりが入ることが

  食事を持っての帰りは、照明弾、爆撃、至近

 ちになりました。小さくにぎって分配しますと、口

  患者さんの最後のときはこぼれ落ちる涙をじっ

 もできないような毎日が続きました。

　

  ご丁寧な案内ありがとうございました。

 ペをしていたと思うととても信じられません。しか

 人間がやっと歩ける高さと２メートル足らずの

 幅にベッド二段があったことから、介護する女

 ったのでしょう。医師として何も出来ない状況は、

 さぞかし歯がゆかったでしょう。

 どを設置して頂けると助かります。

 今後の医師の人生に活かしていきます。  にあの壕には看護補助要員としてひめゆり学

  祖父のこともあるし沖縄を愛してやまないの

 も増えるのでは‥‥。

 えました。宮平に空手に毎週通っているので身

 のですが、情報不足で今のところ一度も参加

 を知り、当日に℡し、見学させて頂きました。ガ

 の暗闇ですごく怖かったです。でもあの時確か

 で先々は移住する予定です。ガマや壕は地

 近な平和学習ができてよかったです。

 図では近所まで行っているのになかなか辿り

 し、尻込みなどしていられず、せねばいけなか

  ありがとうございました。

  勝手な意見でスミマセン。

  前日に、偶然、平和祈念資料館での本で存在

　　　　　　　８月１７日　糸満市　４０代　女性

　　　　　　　１月２６日　徳島県　５０代　女性

 イドさんの丁寧な説明でよく分かりました。壕の

　　　　　　　　

 中で、同じ医師として６５年前に、あの状況でオ

 できていません。とても残念です。

 金 (３００円＋３００円）を５００円にすると見学者

 太陽のありがたさに改めて幸せな気持ちになり

 けない部分もあったようでしたが…・）その部分

 は南風原文化センターで資料を見ることで補

 す。本当なら遺骨収拾も是非ともしてみたい

 学に行き、興味を持っていたようなので見学し

 ました。自分の時間をさいてボランティアで説明

　　　　　　　６月２０日　浦添市　６０代　女性

  過日にはガイド頂き御礼申し上げます。

 祖父を沖縄戦で亡くしている私には、沖縄入

 てしまいます。１００才近くなる祖母に、沖縄に

 行って来ると言うと「沖縄のどこかの地で眠る

 闘いながら動きまわった姿を想像すると生地獄

 していただいたようで、ほんとうに有難うございま

 おじいちゃんに会ってきて」と思いを託されま

 という言葉が実感できました。外に出て明るい

 した。短い時間にたくさんの事を伝えてくださり

 ました。   ＊文化センターと２０号壕のセット料

                       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
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                            せ下さい。お待ちしています！

                            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

 を問わず懸命に心つくす毎日が始まりました。

 ました。（ただ子供には少しテンポについてい

 今回、子供（小５）が学年の平和学習で壕の県

  赤嶺敏昭さんから20号壕での当時の様子等

 をお聞きしました。壕の中は信じられないほど

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

南風原陸軍病院壕の生活
第一外科看護婦 照屋 とみ


