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２０１１（平成２３）年６月１０日　  ①

不治の病として忌み嫌われ、地域社会や

家族からさえ偏見にさらされ続けたハンセン

病患者たち。国の隔離政策の大元「らい予

防法」が廃止されて15年になる今年、「ハン

セン病市民学会総会」が名護市と宮古島で

5月20日～23日開催されました。22日名護

市愛楽園で行われた分科会教育部会では

「はえばるYouth」のメンバーがハンセン病問

題をテーマに手作りした映像紙芝居を披露。

上映に先立ち平良次子さん（南風原文化セ

ンター学芸員）が「沖縄陸軍病院の看護婦

長であった故具志八重さんから愛楽園に住

む人たちのことを紹介されたことからYoutu

でハンセン病の学習が始まり、後輩たちに

学習資料として役立つ紙芝居を制作しようと

いうことになった」と制作の理由を語りました。

「初心者にも分りやすく入門編としては上出

来」と多くの人からの感想。同時に「次はレ

ベルアップして高学年用のも作ってください

ね」とも。

7月2日（土）13時30から映像紙芝居の紹介

と元ハンセン病回復者で語り部の金城幸子

さんの講話が南風原文化センターにて開催

されます。 (ガイドの会 安仁屋 真孝)

昨年の総会からの持ち越しでもある「ガイ

ドの会」として西暦、元号どちらを使うかとい

うことが今回も議論されました。「外国人を案

内するときは西暦でなくてはわからない」

「天皇制による元号は戦争責任を考えると

使わないほうがいい」「役場は元号である」

「１９７２年まで沖縄は西暦だった」などなど、

活発な意見が出され、多数決の結果、圧倒

的多数で「併記」に決定。「２０１１（平成２３）

年」が「ガイドの会」の正式表記になりました。

沖縄陸軍病院２０号壕公開から満４年、

ＮＰＯ法人「南風原平和ガイドの会」が発

足して３年目を迎えました。活動拠点であ

る２０号壕には大勢の町内外、県内外の見

学者を迎えることができ感謝しています。

私たちは２０号壕だけではなく、黄金森

周辺の戦跡、町内の史跡や文化財、さら

には伝統工芸など南風原町が持つすばら

しい観光資源を多くの人たちに紹介する

活動をしてまいりました。一昨年からの字

マップ制作もその一つで、長老達から素晴

らしい話を聞き出し、足で回って字の魅力

や素晴らしい所を引き出し作ったオリジナ

ルマップです。昨年までに６字を完成し、

残り６字は今年度の完成予定です。また町

内特産品を紹介する「ふぇーばる物産展」

も連年好評でした。

このように町と一体になって活動をしてき

ましたが、今年度で「沖縄県雇用再生特別

事業」が終了します。今後の活動のために

も、今年は自立準備を整える厳しい年にな

ります。これまで以上にみなさんのご協力、

そして英知の結集をよろしくお願いしたい

と思います。今後とも皆で頑張りましょう。

南風原平和ガイドちゅ～しん

１年の感謝と今後の課題

理事長 赤嶺敏昭
NPO法人南風原平和ガイドの会定期総会

ＮＰＯ法人となって3回目の総会が、5月17日南風

原文化センターで開催されました。元号・西暦の使

い方、ガイド事業内容などに活発な意見が出ました。

「ガイドの会」は「人」で構成されています。それぞ

れに生き方や考え方が違います。今回の総会でも

様々な意見が出ましたが、平和に対する思いの強

さ、南風原のためにこんなに熱い想いで町内外から

みんな参加しているのだと感動しました。

沖縄県雇用再生特別事業、重点分野雇用創出

事業などの補助金が終わり、次年度からは自らの

足で運営していなかくてはならない現実がひかえて

います。ガイド料金の「還元金」も可決されましたが、

今年は今後がためされます。

総会後の懇親会は、前年度女性理事（律子さん、

まりこさん、逸子さん、美根子さん）の手作りくわっ

ちー。本当にでーじまーさんでした！欠席した人、

ごめんなさいね。

（ガイドの会 大城逸子）

はえばるYouthが

ハンセン病市民学会で

「映像紙芝居」を披露！！
西暦？元号？で大議論

黄金森の野草観察と食する会

『黄金森の野草を食べ

る会』が５月２２日開催

され、定員３０名のとこ

ろ多くの応募があり、
４０名まで増やして行

われました。

今回は天候にも恵まれ、講師から黄金

森に自生している、食べられる野草と食べ

られない危険な野草を教えてもらい、各自

が野草を摘みました。

そして前日に採取していた野草と一緒

に、４班に分かれて文化センターで天麩

羅にして味わいました。参加した子供たち

も『草が食べられる』と好評でした。

おなかが一杯になったところで、スライ

ドによる講師屋比久壮実氏からの説明をう

け『また、やって欲しいね』と言いながら次

を楽しみに散会しました。 （事務局）

南風原平和ガイドの会総会

◎第５８回南風原文化センター企画展

遺跡が語る沖縄戦 ～戦跡の写真と遺品から沖縄戦の実相を読む～

２０１１（平成２３）年６月２７日（月）～７月１５日（金）

近年、戦争遺跡から発掘された膨大な量の戦争遺物。戦跡の写真、

戦争遺物のコラボレーショーンにより、証言集や戦記を読むのとは

違った沖縄戦を実感します。

Ａ－１サイズの写真も臨場感が味わえます。南風原平和ガイドの会

も共催をしています。

前年度理事で作った料理 ♡

６．２３企画のご案内

◎６月２０日 翔南小学校で１年生・２年生

を対象に平和学習紙芝居を行います。

◎６月２１日 北丘小学校に於いて１年生

から６年生までの平和学習が行われます。

１年生・２年生・３年生はガイドの会が受け

持ち 平和学習紙芝居を行います。

◎６月２３日恒例の黄金森周辺案内が午前

１０時からと午後２時からの二回行われます。

黄
金
森
の
野
草
を
探
し
て
散
策

てんぷら美味しい
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 なっていることは明らかである。　上原婦長は

 「マッちゃん（私の愛称）、死にに行くようなもの

　医療器材を肩に戦場彷徨

 が伝達された。　必要と思われる器財をやっと

 伊原の壕に運ぶことができた。

   翌日、部隊長（病院長）より、ノブ武班長、長

 田看護婦、奥松看護婦、宮城上等兵４名が呼

 びだされた。　部隊長は私に向かって「あなた

 が奥松看護婦か」ときかれた。

   私は直立不動で「そうです」と答えると、「軍隊

 の兵器は兵隊に必要である。衛生材料は兵器

 の何に等しいか」と聞かれた。

 「小銃や機関銃は武器で備品だけど、衛生材

 料は消耗品であるから弾丸に等しい」と答えた。

 「では、武器がなければ戦はできますか」

   今、考えると馬鹿らしい質問ではあるが当時

 は深刻であった。更に、「まだ残っていたか」と

 聞かれた。「私は持てるだけ持ってきた。残った

 器財は後方の兵により運ばれて来ることになっ

 ている」と申し上げた。

   「勇気があれば取ってきなさい」これは命令で

　あった。南風原は撤退したときより状況は悪く

 営をする為に、年会費の積極的な納入を宜し

 くお願いします。

 の戦跡をできるだけ見てあの戦争が人々に

 たが、南風原壕は初めてです。南部の戦跡、

 海軍壕などに比べあまり知られていないよう

 に思います。（私も名前だけ知っていました）

 見学するとやはり粛然とさせられるものがあり

 ます。もっと広まることを祈ります。

 会がありましたら訪問させて頂きます。常設

 展以外の展示なども期待しております。

 が壕のそばにあるとは知りませんでした。沖

 縄には何度も行き、平和の礎なども訪ねまし

  Ｐ・Ｓ    多分、私のように現地で公開を知っ

 その滞在の中で、子供たちに戦争について

 尐しでも理解してほしくて沖縄県内の資料館

 や博物館の見学をしてきました。南風原壕も

 過去に訪問したことがありましたが、その当時

 た方も多くいると思いますので、可能な範囲

 で当日の受付の継続お願いします。また機

   ５月末頃「南部真壁に転進するように、また、

 とってどのようなものだったのかを感じたいと

 の思いをしのんでみます。　　　　　

       ５月１５日　豊見城市　６０代　男性

         ５月２１日　東京都　６０代　男性

   今年の４月から当地に住んでいます。沖縄

 思っています。あの壕にいたいろいろな人々

   憲法９条の碑を訪ねるのが主目的でした

 設も立派で､今後の活動に期待しております｡

   毎年、休暇をとって沖縄を訪問しています。

 持てるだけの薬品、食材を運ぶように」と命令

            ３月２８日　 　東京都　　男性

 地元のガイドツアーもあるようなので､こちらも

 機会があれば参加したいと思います。実物を

 見ることは大切だと思いますし。このような取

 り組みを実行されているのは素晴らしいと思

 います。

 は「碑」があるだけでした。今回の滞在中にこ

 の公開を知り､急遽見学させて頂きました｡後

 に事前予約が必要と知りましたが、当日快く見

 学させて頂きありがとうございました｡また､施

　だから行くな」と止めた。

   しかし、わかっていても命令だから行かねば

 ならなかった。長田婦長は救急処置のためゴ

 ム管（駆血帯）を準備していた。私は「死ぬの

 だったら一発で死ぬ。しかし私は無傷で帰る

 のだからその必要はありません」といった。

 婦長は「自分のためのみではなく他人のため

 にも」といって整備していた。

   ノブ武班長と宮城上等兵は残置隊の撤退の

 命令を伝えることを命ぜられ、長田婦長と私の

 二人は必要な医療器材を持ち帰るのが任務

 であった。

   男性に先導されての徒歩は精いっぱいで

 あった。高嶺製糖工場の三叉路で、驚いたこと

 には南風原に残してきた三人の足のない負傷

 兵が両手で這って来ていたのだ。

 手術場でも極限状態の人間が思わぬ力を出

　会員の皆様へ
　 ２３年度がスタートしました。円滑な組織運

　１.平成２３年度総会　議事録の確認

　２.平成２３年度前半　事業について

　　　・字マップつくりについて

　　　・総合ガイド養成講座

　　　・絣の道ガイドマップ制作

　　　・冊子体験プログラム制作

　　　・第５８回南風原文化センター企画展

　　　　　　共催及び取り組みについて

　　　・沖縄陸軍病院壕ガイド養成講座の開催

　　　・部会の確立

３.その他

　　６月　→　新川（１２日）　本部（２６日）

　　　　　事務局より

　　７月　→　兼城（10日）　 照屋（２４日）

　　８月　→　宮城　　　　　　喜屋武

　　９月　→　宮平　　　　　　大名

　１０月　→　与那覇　　　　 新川

　１１月　→　本部　　　　　　兼城　　　

　１２月　→　照屋　　　　　　宮城

　　１月　→　喜屋武　　　　 宮平

 　 ２月  →   照屋　　　　　  宮城

　　３月　→　新川　　　　　　本部

 すことを知った。南風原に行くことを聞いて、

 彼らは「無謀だ。死にに行くようなものだ」と引

 き止めていた。

管理人室より

翌月のガイド予定を20日までに必ず必

ず必ず出してください！

今月から還元金100円＠1時間を集めて

います。ガイドのときにはご用意ください。

『シマ歩き』年間スケジュール

たくさんのご意見ありがとうございます。

アンケート・お手紙のご紹介

南風原文化センター
✿～6月23日(木)   ＩＭＡ‘11展

✿6月27日(月)～7月15日(金)

第58回南風原文化センター企画展

遺跡が語る沖縄戦
～戦争の写真と遺品から沖縄戦の真相を読む～

✿7月2日13時～ 「ハンセン病を学ぶ」

はえばるYouthの映像紙芝居と講話。

講話は元ハンセン病回復者で語り部の

金城幸子さん

「閃光の中で－沖縄陸軍病院

の証言－」より転載

✿沖縄戦を学ぶピースウォーキング

6月19日（日）8時～

ひめゆり学徒解散命令後の跡を歩いてたど

ります。 ［協賛／ガイドの会］

Ｑ 台風2号の壕への影響は？

Ａ 壕入口の木々が倒れたり園路が倒木で

ふさがるなど、風の威力を思い知らされまし

た。倒木の除去や清掃に力を貸してもらった

みなさん、ありがとうございました。

Ｑ 大雤の後19号壕から20号壕に水が流れ

込んでいましたがどうしてですか。（Ｍ）

Ａ いつもではないのですが、大雤の数日か

ら数週間後に19号壕からの水が染み出して

くることがあります。おそらく19号壕側のどこ

かに地表面につながる亀裂や穴が開いてい

て（壕の落盤や砲爆弾の着弾痕との関連が

考えられる）雤水が入り込み、しばらくすると

土や泥で再び隙間が埋まるというのを繰り返

しているのではないかと思われます。

19号・21号ともに貫通壕です。東西出入口

の床面と壁面一部は発掘調査で確認されま

したが内部は未調査。20号壕十字路から観

察する限りでは落盤が激しいようで、今後の

調査も困難と思います。 （学芸員 上地）

Ｑ 沖縄陸軍病院の埋葬場所はどこだった

のでしょうか。どのような埋葬方法だったので

しょうか。（Ｍ）

６月理事会

Ａ 仮埋葬地があったのは、20号壕入口の

憲法九条の碑の山手側（19号壕西口の前

面あたり）と、20号壕入口側から喜屋武の

集落へと抜ける遊歩道の途中の合計2ヵ所

といわれています。

沖縄で火葬が広く普及するのは1950～60

年代のようです。しかし、南風原国民学校が

病院だった頃には、忠魂碑（現在の慰霊祈和

の塔）後方が火葬場で、毎日のように死体を

焼いていた、と証言があります（『沖縄陸軍病

院南風原壕』高文研Ｐ46）

しかし火葬には燃料も必要ですし、煙を出

すと敵に居場所を知られます。地上戦がはじ

まると火葬はしていなかったと思われます。

（学芸員 上地）


