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　第32号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄陸軍病院壕　平和ガイド通信 平成22年11月10日
ＮＰＯ法人南風原平和ガイドの会

 第32号

　mail/ haebaru.gaidonokai@beetle.ocn.ne.jp

    　　　　　　　　　さあ、大忙しの１１月がやってきました！体調に気を付けながら、頑張っていきましょう。　よろしくお願いします。

　　　　　　　　　今号は新たなｺｰﾅｰをいくつか設けてみました。是非、編集部までご意見・ご感想をお寄せ下さい！お待ちしております。

　

元ひめゆり学徒の津波古ヒサ先生をおむかえして平和について学びます。

どなたでも参加できますので多くの方のご参加をお待ちしています。

また日頃、陸軍病院壕の案内をしている平和ガイドの皆さんには貴重なお話が聞けるまたと

ない機会だと思いますので是非ご参加ください。

日時:平成22年11月24日（水）18時半開会

場所:南風原町総合保健福祉防災センター「ちむぐくる館」

資料代:300円

主催:NPO法人南風原平和ガイドの会学習部「ならゆん会」

１０月２４日（日） 秋の空とは思えない様な強烈な太

陽が照りつける中、私たちガイドの会は完全防備で

黄金森周辺ガイドの学習会を行いました。

国民学校前の祈和の塔をスタートし、陸軍病院と

関わりのある地点で立ち止まり、話す内容、立つ場

所を確認し、時には疑問をぶつけながら歩く９０分。

講師の赤嶺勉さん赤嶺敏昭さん、ご苦労さまでした。
今後、ＮＰＯ法人ガイドの会の事業として取り組む

上でお互いが学び合えるいい機会でした。(大城 逸

子 南風原平和ガイドの会会員）

黄金森周辺ガイド研修

初めての試みで、我が町の特産であるかぼ

ちゃを入れたそば作りを、町生活研究会と当Ｎ

ＰＯガイドの会の皆さんで合同体験をしました。

麺を捏ねる楽しみは勿論、栄養素が凝縮され

たかぼちゃ入り麺はダイエットメニューに最適

で、色、味、栄養素の三位がそろい、上出来

のかぼちゃそばでした。皆さんも作ってみては

如何！？（金城美根子 南風原平和ガイドの

会会員）

＊本の上梓おめでとうございます。

まず、本をまとめられることになったきっかけを

教えてください。

徳田 齢７０になり、幼き頃駆けめぐっていた

故郷、久米島の事を記録しておきたいと思っ

ていた頃、元知事の大田昌秀さんから久米島

の沖縄戦でまだわかっていない事があるから

それを調べてみたら、というアドバイスで 妹の

由美子と調査を開始したのが、そのきっかけ

です。

＊本をまとめられるにあたって特に苦労した

のは、どのような点でしょうか。

徳田 久米島の戦争については母、上江洲

トシの書いた「久米島女教師」によって大概

知っているつもりでいたが、いざ調べて見ると

知らないことばかりで大変苦労した。特に、旧

日本軍の残地諜報員とされる「上原敏雄」氏

については、国会図書館に出向いたり、防衛

省の防衛研究所に問い合わせてみたりと調査

は難航した。

＊久米島や伊平屋など９つの県内離島には

第３２軍・沖縄守備軍の命令で合計１１人が身

分を偽って国民学校などに赴任していたのは

知られていますが、本名が分からないままに

なっていた最後の一人が「上原敏雄」氏です

よね。この事が今回明らかになり、関係者の間

で大変な評価をうけてますよね。

最後に、若い人たちへのメッセージをどうぞ

徳田 この本は、旧具志川村の記録をまと

めたものであり、久米島全体の沖縄戦としては、

まだまだ不十分である。後に続く若い人達に、

欠落部分を埋めて欲しい。 同じように２０号壕

の案内も若い人達がしっかりと、引き継いでい

けるよう頑張りたい。

＊今日はお忙しいところほんとにありがとうご

ざいました。 なお、著書の問い合わせは「なん

よう文庫」 ０９８－８８５ｰ０８６６ へお問い合わ

せ下さい。 （聞き手 本紙編集部 安仁屋）

「久米島の戦争」

を出版された

徳田球美子

さん（南風原平和ガ

イドの会会員）

初挑戦!！かぼちゃそば作り

南風原平和ガイドちゅ～しん

〔2010年10月15日（金）18：30～〕

主な議題・内容

・黄金森周辺ガイド講習会について

・「浦添ようどれ～」進捗状況報告

・学習部会講演会について 他

南風原平和ガイドの会 学習会

津波古ヒサ先生平和講演会

プロフィール

津波古ヒサ（旧姓：岸本）1927年11月6日生 1984年 ひめゆり平和祈念資料館

《略歴》 建設期成会・資料委員

1944年 沖縄女子師範学校入学 2000年～現在

1945年 沖縄陸軍病院へ動員される ひめゆり平和祈念資料館

1946年 教職に就く（在職37年） 資料委員・証言員

１０月理事会

国家公務員定年退職後、琉球古典音楽の

笛に挑戦。10余年たった今年、沖縄タイム

ス社の笛部門「最高賞」を見事受賞。「家族

に音がうるさいといわれ車の中で練習しま

したよ」と笑いますが、なんとも知念さんらし

いですね。洋楽合唱も50年近いキャリアと

趣味は音楽。陸軍病院のガイドがきっかけ

となり、琉球歴史や伝統芸能も幅広く勉強

し、「より多くの県外の人を案内できるように

なりたい」と意欲満々。スマートで知的、まる

で英国紳士のような知念さんの、沖縄にか

ける熱〜い情熱です。（聞き手 本紙編集

部 宮川）

知念栄さん 首里在住 一期生
社協チャリティ

浦添ようどれ

～よみがえる古琉球～

壕で会うけれ

ど個人的な話

はあまりしたこ

とない・・・とい

う平和ガイドの

会メンバーが

多いのではな

いでしょうか。

素顔はこんな

にユニークで

ステキな方な

んですよ。

去った10月31日（日）南風原文化センターに

於いて、町内９団体で実行委員会を結成して、

社協チャリティ上映をしたところ、４回上映で

481名のみなさんが映画を鑑賞していただきま

した。

実行委員会参加団体のみなさま、チケットを

買っていただいたみなさま有難うございました。

（藤原政勝 南風原平和ガイドの会事務局長）
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 中で行動を共にすることが出来ずバラバラにな

　 　   

 ら浜辺まで皆さんが迎えに来て下さり、患者さ

 飛び込まないようにと気をつかった。園の方か

 トラックで、運天港からはくり舟だったが、海に

　南風原陸軍病院から運天港（今帰仁）までは

　百聞は一見にしかず。 とか申しますが、唯

 ことを決心した。

 を作ってほしい。戦後の教育が今のような人

 めてほしい。そして、平和な社会を作る人間

 事は教育のため修学旅行は、沖縄へとすす

 世界遺産をすべて見て廻り、現在、戦跡を廻

　長崎から単身赴任で沖縄へ来ています。

　　　　　　９月２３日　鹿児島県　４０代　男性

 はしやすくなったが壕の保存が心配です。

　数年前にも来ましたが、整備が進んで見学

 っています。語り部さんから貴重なお話を伺

 御冥福お祈りします。

 い、映画等で見た惨状が実際にここであった

 ことに涙が出る思いでした。亡くなった方々の

 々、驚くばかりで筆舌に苦しみます。

　　　　　　９月２６日　糸満市　５０代　男性

 の太田司令官の電文（県民かく戦へり…・・）

　

  ひめゆり学徒と教師の苦労の様子、海軍壕

 と言いたいです。全国の県教委に沖縄県知

　　　　　　　　　

 変な御馳走が準備されており、その頃でも珍

 しい五右衛門風呂にゆっくり入れて貰ったの

 泥んこで大変であるが、できるだけ歩けるよう

 に支度をして南部に向かって出て行くように」

 なしを頂き、大きな責任を果たしたことでほっ

 山羊料理の最高のご馳走が用意され、園長

　園でははるばる遠方より来られたということで

 船させることができた。

 んを舟と一緒に浜辺に引き上げて一人で下

 願軍医のご自宅にお伺いしたら、ここでも大

 とした。また、帰途には中頭郡具志川村の天

 先生をはじめ職員の方々の御丁重なおもて

  南部に後退してからは仕事は何もすることが

 なかった。六月十九日、病院解散後、砲弾の激

 しい第一外科壕を歯科医の平良進先生、大分

 県の兵隊（氏名不明）、愛媛県の川端与久上等

 兵の四人で一緒に脱出した。銃砲撃の烈しい

 患者を護送することになった。「らい病」につ

 いて聞いていたので伝染しないかと気になっ

 ていたが、軍医も御一緒だし命令だから行く

 おこしてはいけないと思います。戦死なされた

 方々のご冥福を心から祈ります。

 した。

  戦死者が出た時には防衛隊が墓を掘ったり

 死者を墓地まで運んだりすることになっていた

 が、戦死者が多くて手が足りない時には手伝う

 こともあった。

  五月中旬頃、迫撃砲で南風原村喜屋武で戦

 死された那覇市久茂地出身の小橋川嘉誉上

 等兵は本部壕の上の方に私が埋葬したが、戦

 後その場所は艦砲等の砲撃を受けたのか遺骨

 軍医見習士官や兵隊がどの位残ったのか覚え

 り、遂に南の果ての喜屋武で捕虜になった。

  患者に与えるようにと薬を貰ったが「雨で道は

 ていない。また、患者の数も全く不明である。

 せられたが、私は残留隊として残された。

 を見つけることができなかった。

　 五月二十五日、南部への撤退命令で患者、

 看護婦、学徒は持てるだけの衛生材料や食料

 を持ち患者に付き添って真壁や山城に移動さ

  四十年前の悲惨な悪夢のような戦争は二度と

  伊礼部落を通り、糸満仮収容所からトラックで

 に着いた時、鳥取曹長と再開した。彼は南風原

 陸軍病院で片足切断され、残った片足で壕を

 

 

  

 が、何よりも最高のもてなしだった。（南風原の

 病院ではドラム缶の風呂で大勢だから大慌て
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 には涙しました。　幕僚の方と自決した時の    

 弾痕。海外旅行する前に沖縄を見よ。！！   

 脱出して捕虜となり収容所で通訳として働いて

 多くの人達と共に運ばれて、豊見城村伊良波

 間を作ったのであるが、教育行政の失敗で  

 ある。学力、知識よりも精神が第一です。  

　　　　　　１０月１１日　埼玉県　８０代　男性

 

 

 

  南風原村へ移転後のある日、初年兵でハン

 

 いた。

 と話し、薬は一人にも与えなかった。

  命令ではあったが、命令を出した人は見てい

 ないし、報告も必要ないと思っていた。

  東側の壕は与那原からの艦砲射撃がひどく

 婦の謝花、比嘉さんがおられ、上原婦長、奥松 セン病の疑いのある方を屋我地の愛楽園に

 収容させることになり、天願軍医のお伴をして

 たりして、できるだけ患者の要望を叶えるように

 危険だと思ったので行かなかった。私は、死ぬ

 などの事は初めから毛頭考えなかったし、危険

 な時には普天間神宮のお守りと千人針の腹巻

　第一外科は、上原、奥松、新垣さん方、雑仕

 戦後、ご家族にお逢いし、御遺影に御焼香をし

 て御礼を申し上げた。

  第一外科での私の仕事は雑役で、何でもでき

 でちょっとお湯をかけるだけだったので…・・）

 ができなくなったが、心の優しい方だった。

 きを握って武運を祈っていた。

 チームワークがよくできていた。

 さん、棚原さんの三人は外科の三羽ガラスと言

 われて仕事も積極的によくやるが、情けに厚く

  天願軍医は戦死なされ、再びお逢いすること

 ることはやった。手術後の患者をベッドに案内し

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

陸軍病院を想う（後編）

衛生兵 仲村 喜英

管理人 宮城 弘子

あるガイドさんが朝から飯上げの道を掃除し

てくれていましたが、いったん、ほうきを置い

て休憩を取り 「 さて、また頑張るか！」 とそう

じに戻った所、置いていたほうきが有りません。

慌てて別のほうきを取り 飯上げの道へ……

その後、きれいに掃除を終えてにこにこ笑顔

で帰ってきたガイドさんの手には二本のほうき

が有ります。そして一言、「感動した！」 訳を

聞くと、飯上げの道を掃除しているとその先の

遊歩道の落ち葉がきれいに掃かれていてそ

こにほうきが立てかけられていたそうです。

きっと、通りかかった人か、ウォーキングの人

が 掃除をしてくれたのでしょう。

近頃にない、いい話だと思いませんか。きれ

いに掃除をしてくれた方、ほんとにありがとう

ございました。

「閃光の中で－沖縄陸軍病院の証言－」より転載

当会会員の宮良信男さんの展示会が開催

されます。是非、ご覧ください。

琉球チャンプルー三人展
モノクロ 宮良信男／カラー 東松照明／音 宮里

千里

2010年11月9日（火）～21日（日）
那覇市民ギャラリー（パレットくもじ６階）

10：00～19:00（最終日は17:00まで）／入場

無料／お問い合わせ：インターフェース 098-
862-5588

しつも～ん！

ガイドからの

Q.20号壕の壁面にランプを置いていた穴

があるそうですが、どこでしょうか。（みっく

ん）

「姜」の文字のあたり、出口に向かって左

手の壁、腰くらいの高さに、縦横30㎝前後、

奥行き約20㎝の穴があります。内部も焼け

た痕跡があるので戦時中には既にあったと

考えれらます。手術場のそばだということか

ら、これがランプ置き場に使われていたこと

は間違いないでしょう。

また、 今は発泡ウレタンで覆っているので

見ることができませんが、「姜」から出口側

に少し進み左側へカーブするあたりの患者

用寝台側に、同様の大きさの穴があります。

これは患者が私物を置くために掘ったもの

ではないかと思われます。

発掘調査では壁面添いや坑木と壁との間

からしばしば遺物が出てきました。個人の

持ち物を坑木と壁との間に挟んで保管して
いたのではないかと思われます。

（上地学芸員）


