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 には「喜屋武シジ」というウガン

２０１１＇平成２３（年７月１０日　  ①

       　　喜屋武在住　大城 和喜（

 にいかに伝えていくか､問われているよ

 道」でもある。

 として機能するのは、1月3日

 の「ハチウガミ」、旧5月15日と

 6月15日の「ウマチー」、旧9月

 1日の南風原文化センターから南城市

 糸数までの2回、あわせて100人が「飯

 上げの道を」歩きました。そのときは何

 響を与えてくれた。全プログラ

 ムの中心になってくれた学芸

 員の上地さん、ガイドの会の藤

 原さんに感謝申し上げます。

 ムラ発祥の地への「御願の道」

 であり、そして水田への畑道

 ＇ハルミチ（であった。また、黄

 金森の頂上付近に「仏の前」

 ＇フトゥキヌメー（、」その向かい

   「飯上げの道」が「御願の道」

 ジュがあり、そこへの「御願の

 ガイドをやってみて南風原で何がおこったのか

 ての基礎を学んだ。そのプログ

 ラムは南風原文化センターが

 作成し、指導も全面的に行って

 くれた。私も生徒と共に学び、

 なぜ南風原に病院壕がつくら

 れたかなどについて地形の面

 から新たな発見があった。

   生徒は日々の学習でガイドと

 しての実践力を身につけ実際

　　「南風原町平和ガイドの感想」

   僕は沖縄戦についておおまかな事しか分から

 なくて、自分の住んでいる南風原町では何が

 あったのかはあまり分かりませんでした。けど、

 今回、南風原戦跡ガイド養成コースを通じて南

 風原は県内でも激戦地ですごく悲惨だったん

 だなと感じました。また、なぜ陸軍病院が南風

 原におかれたのか、戦争がどれだけ悲惨で恐

 ろしいことだったのかなど、実際に壕に入ったり

 勉強したりしててとても実感しました。また今回

   私は平和ガイド育成コースをやって平和の大

 切さ、戦争の恐ろしさというものより深く考えるこ

 とができました。

   普段ならば私達が戦争の事を教わる立場で

 すが、平和ガイドはその反対で私達が皆に戦

 争とはどのようなものかを教えなくてはならな

 かったのでとても緊張しました。でも、本番では

 自分達の伝えたかったことはきちんと伝えるこ

 とができたと思うので良かったです。このコース

 を選んで本当に良かったです。 　(玉村 綾香（

 道」を上り追体験したり、多くのフィールドワークでガイドとし  「ありがとうございます」

 き、本当に良かったです。　　　　　(照屋 恵悟（

「南風原戦跡ガイド養成コースを終えて」

　　　　　　　　　　　　　　　　　南風原中学校　教論　宮良 孝

   戦後６６年が経過した、戦後生まれの教師としてあの悲惨な

 戦争の歴史を次世代にどのように継承していくべきなのか考

 える。

   生徒が地域の戦争遺跡や歴史・文化のことを理解し、実際

 に地域のことを他の人に案内できるガイドの育成ができれば

 「イシジャー山」付近は、喜屋

 武発祥の地でありその前面の

 新中央公民館一体は水田地

 帯であった。ムラ発祥の地だ

 から、そこは古墓や屋敷跡や

 井戸跡が多く存在する。

   いわゆる「飯上げの道」は、

 ては安心できる道｡沖縄戦を次の世代

 うに思います。  ＇ガイドの会・ピース

 や県外修学旅行生、平和団体などを2010年だけでも680人案内した

 「飯上げの道」。その一部、県道の下を通る暗渠が埋められるかもし

 れない！という沖縄タイムスに載ったのが6月20日でした。24日には

 琉球新報にも取り上げられ、県教育長、県会議員、町会議員がすぐ

 相次いで現地視察。7月7日には南風原町文化財保護委員会へ町

 れた南風原平和ガイドの会理事会でも、埋め立て反対と保存の要

    「飯上げの道の県道下を通る地下道部分は、多くの見学者を安全

 からの説明会がありました。このような流れの中で、7月8日に開か

 にも、戦争史跡としても後世に残すべき戦跡と考え、保存を要望しま

 望の決議をしました。

 に後輩へガイドとしての案内が

 できるまで成長できた。生徒の

 なかには受験を終えたら本格

 的に平和ガイドを目指すと、頼

 もしい言葉も聞けた。

   平和の発信地として南風原

 文化センターの地域のセンター

 的機能は子供たちに大きな影

   「南風原平和ガイドの会」で平和学習に活用し、町内外の小中学生

   新中央公民館の上方にある

   生徒２４人は２ケ月近い学習の中で壕に向かう「飯上げの

 最高ではないかと以前から思いはあった。３学年の総合的な

 学習の１４時間を使って地域の平和ガイドになってもらうこと

 を考え、「南風原戦跡ガイド養成コース」を立ち上げた。

 を伝える難しさを実感して、ガイドの人達はすご

 いなと思いました。今回、とても貴重な体験がで

   昨年4月1日に垣花豊順琉大名誉教

 授を代表に始まった「沖縄戦を学

 ぶピースウォーキング」は今年6月19日

 までに8回行われ、県内外からの参加

 がのべ270を超える隠れた＇！（市民

 ムーブメントです。「南風原ガイドの会」

 も協賛、また多くの会員がスタッフとし

    このコースで昨年4月３日南風原文

 化センターから摩文仁まで、今年の5月

 気なく通った地下道の埋め立て問題が

 新聞で報道されています。  66年前に

 使っていた炊事場＇井戸（からの当時を

 偲ばせる道で、また大勢を誘導すると

 て参加していました。 

     ウォーキング事務局  安仁屋 真孝（

 かな参道になるのである。

　(前南風原文化センター館長・

 きに安全に通ることができるガイドにとっ

 1日の「クングヮチゴー」、9月9

 日の「クングヮチクニチー」の

 年５回である。その日は、個人

 や重箱を抱えて行きかう賑や
　また、かつては、黄金森の反

 や門中の老若男女がビンシー

 に誘導するために必要かつ重要な道です。また沖縄戦を伝えるため

 す。」                               (南風原平和ガイドの会理事会)

素顔の「飯上げの道」 平和ウォーキングの道



②

   Ｑ. ガマを取るきっかけは？

                                      りが始まった次

                                      第です。

                                     

                                    

 一杯でまともな写真が撮れずに悩みましたが、

 回数を重ねるうちに鮮明に写せるようになりまし

   現在に残るガマや壕などの戦争遺跡やそこに残されてきた遺品から、私たちは何を感じ、何

 を読み取らなければならないか、66年前の戦争を最後の戦争にして、新たな戦争遺跡を造ら

 せないためには、これらの遺跡・遺品の声を静かに聞き取る必要がある。

                                      単なる遺跡で

                                      ない事にも驚

                                      かされました。

                                      それがきっかけ

                                      となってガマ巡

 た。最近ではそこで亡くなった方が見た光景を

 再現しようと、光源に蝋燭と同等のＬＥＤを使っ

 たり、自然光を取り入れてストロボは極力使わ

 ないように心掛けています。

   杉山： 撮影で入ったガマは１８３～１８６箇所

 です。延べ数でしたら２００箇所を超えています。始めの

 最初の頃はガマにカメラを持って入るだけで精

   会場の壁面には、A１版の写真が39点展示されている。これ

 は、東京在住のカメラマン杉山英一氏が2009年から撮り続け

 てきた主に本島南部に残るガマや壕で、そこは唯一砲弾や

 銃弾から逃れるための避難場所であったはずなのに、壁面や天井面は赤く焼けただれていた

 り、あるいはタール状のものが付着して黒くなっていたりと、それを凝視してみると、そこが安心

 して居られた場所ではなかったことが容易に想像できる。

   また、会場中央部には南風原町内で考古学的手法によって発掘調査された遺品類を約100

 点展示している。それは、淡々とテーブルの上に鎮座させているが、全ては日本軍の兵士たち

 が持っていた遺品で、土と泥の中から掘り出されたモノである。

 した。

   梅雤が明け、沖縄は真夏。青い空、真っ青な

 の「負の遺産」すなわち物的証拠が語る時代に

 なりますが、その方法や手法は確立していませ

 ん。今回の写真展はその第一歩になればと考

 えています。

 立て問題が連日報道されています。沖縄戦を

 次の世代にいかに伝えていくか。今、大きな岐

 路に立たされていると思います。
　　　　　　　安仁屋真孝＇ガイドの会・ＰＷ事務局（

   

   最後に

   戦争体験者の高齢化により、惨劇の伝承

 は限界を迎えようとしています。これからは戦争

   コースは、優美堂から伊原第一外科壕跡、山

 城本部壕跡、荒崎海岸、魂魄の塔、伊原第三

 外科壕跡と主にひめゆり学徒の足跡をたどる

 コースを設定しました。特に６６年前の６月１９日

 で始まる当会会員の太田玲子さんによる新

 聞広告の名文章に誘われ参加者はなんと６４
人 前回の南風原から糸数の８４人には及ばないも

 のの、この種の催し物としては他に例を見ない

 程の参加者を得ることができました。

   今回も、私達「南風原平和ガイドの会」が企画

 から立案そしてガイドと実行委の中心を担い成

 は、第三外科壕にガス弾が撃ち込まれた日で

 海・・・

 あり、その同じ日に壕の生存者の宮良ルリ先生

 のお話を聞く事が出来た事によって、参加者の

 胸にその言葉が深く刻みこまれる事になったの

   第58回南風原文化センター企画展「遺跡が語る沖縄戦」が

 6月27日から7月15日まで、文化センター企画ホールで開催さ

 れている。

 功へと導くことができました。ありがとうございま

 ではないかと思っています。

   おりからも、新聞紙上では「飯上げの道」埋め

    杉山：　２００７年１０月に職場で知り合った

 友人を訪ねて沖縄に来たんです。興味本位

 でガマを見たいと頼んで兼城のドンドンガマ

 を案内してもらいました。そのガマには、戦

 跡、風葬墓、拝所といった沖縄の民俗や文

 化が集約されていました。また、生活の場と

                                      隣接していて   Ｑ. 今までどれ位のガマで撮影をしましたか？

毎年人気！ 6.23黄金森周辺フィールドワーク
赤嶺 勉＇平和ガイドの会（

今年も6月23日慰霊の日に南風原文化センターが南風原の

沖縄戦を見て歩いて学習していこうと呼び掛けたら、町内外から

52名が参加した。このコースはいつもはガイドの会のトシー＆ト

ム＇赤嶺敏昭＆赤嶺勉（の名コンビでガイドしているが、この日

は午前はトム、午後はトシーとの迷＇？（コンビガイドとなった。

慰霊祈和の塔から始めて国民学校跡・第３外科壕跡・沖縄陸

軍司令部津嘉山壕跡・炊事場跡を見学する。飯上げの道の道

路下トンネル部分だが・・・６月20日の沖縄タイムス記事では、道

路拡張工事に伴い安全管理・駐車場スペース利用の為、埋め

られるおそれがあるという。そうなると、見学者に当時の実相が

伝わりにくくなる。平和学習に必要な道なのだが・・・。

南風原文化センターでナカユクイ＇10分休憩（。悲風の丘・仏

の前と進めて行き、時間が尐なくなってきて20号壕へ繋げて

いった。マファックァ＇炎天

下（の中、熱心に説明を

聞く参加者の皆様の平

和を願う熱い思いがヒシ

ヒシと伝わってきた。参

加者の皆さん、クタン

デ－無いみそうらに

＇お疲れさまでした（。

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～

６・１９ピースウォーキング

「沖縄陸軍病院南風原壕とその周辺を歩く」に参加して
西野 美和子＇那覇市・フリーライター（

これまで南風原壕群20号に行ったことはあったが、周囲に点在する

沖縄戦関連史跡を“線でつなぐ”ことで、また違った視点で沖縄戦をと

らえることができるのではないかと思い、参加した。

南風原の戦没者を合祀するために建てられた慰霊祈和の塔からス

タート。塔の目の前の南風原小学校＇戦時下は南風原国民学校（に

は炊事場として利用していた井戸があったという話を聞きながら、南

風原町役場そばの第三外科壕群へ。当初は伝染病棟だったが、米

軍の上陸以降は第三外科に変わったという。喜屋武の住宅街の一角

に陸軍病院の炊事場だった井戸が残っていた。第三外科壕とは700

ｍ離れており、砲弾に怯えながら、食料を運んだであろうことを想像し

てみる。井戸から第二外科壕までは400ｍあり、今も「飯あげの道」とし

て往時のルートがしっかりと残されている。車の往来が激しい県道の

下をくぐっているとは思えない雰囲気のある道だ。黄金森内にある碑

や「仏の前」の祠を訪れた後、20号見学で締めくくった。



③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＇文化センター学芸員　平良次子（

   今年も６月２３日がやってき

 た。私たちにとって黄金森に

 ある陸軍病院壕と、その関係

 者は、仕事上いわば親戚のよ

 うなものである、と考えている。

   両小学校では、慰霊の日  毎年、沖縄陸軍病院慰霊会

 に向けて平和学習が行われ、  の慰霊祭は本部の最期の地

 平和ガイドの会のガイドさん  である糸満市の山城壕で執り

 が参加して初めて子ども達に紙芝居の読み聞かせをしました。    行われている。私たちの参拝

   翔南小学校では６月２０日に１年生と２年生の５クラス、北丘小学校で  も年中行事でもあった。ここ数

 は１年生～３年生の１４クラスに、ガイドの会が南風原町の戦争体験者  年懸案事項であったが、とうと

 や陸軍病院勤務の体験者より聞き取りをして作成した紙芝居３部作を  う会員の高齢化に伴い開催が

 中心にして、沖縄陸軍病院壕や戦争について話を進めました。最初  難しくなり、６６回目を最後に

 は低学年には難しい課題と紙芝居を読むガイドさん達は心配していま

 したが、紙芝居が始まると両校の生徒は静かに真剣なまなざしで紙芝

 居に見入ってました。     

   紙芝居が終わると先生の司会でガイドさんと生徒の間で質問や意見

 交換がありました。意見交換では、生徒達は紙芝居の物語や戦争に

 ついてガイドさんに質問したり、自分の感想をしっかりと伝えていまし

 た。

   ７月５日には翔南小学校の１・２年生の生徒さんが、読み聞かせをし

 たガイドさんに『ボランティア協力のお礼』として感想文を全員で文化

センターへ届けてくれました。

 組織での慰霊祭を終えることとなった。

　                                                    の一つが「沖縄戦体験記録

                                                      紙芝居３部作」。　　　                     

 今年も快晴のその日はいつもより多く

 の人たちが集まっていた。報道陣の多

 く、会長の長田先生もインタビューに

　　　

　　二度と再び戦争はいかん
　　　　　　　　石川　仁助＇ガイドの会４期生・

   紙芝居「13歳の戦争」にあるように、国民学校5年生だった私は母、幼

 い弟妹と一緒だった南部に逃げた。その途中、この黄金森沖縄陸軍病

 多く聞き取り紙芝居に残す作業が続けていけたらと思う。

 私は、この紙芝居の制作に携わった者として、聞き取りを行った時の

 証言者の様子も話したかった。子どもたちは、とても静かに聞いてい

 て、質問、感想もあった。しかし、紙芝居を読みながら、子どもたちと

 会話をしながらふと私の頭に不安がよぎった。私の紙芝居は、証言者

 の思いを伝えきれているだろうか？そして、体験者ではない私たちの

 語る戦争を子どもたちはどう感じたのだろう。作り話に聞こえてはいな

 いか？であった。しかし、よくよく考えてみると、これが私たち、いや私

 に出来る精一杯の平和への取り組みなのである。こんな私にももっと

 何か出来ることはないかと考えながらも、体験者の方の話を一人でも

 追われていたが、丁寧にお応えしてい

 た。式が始まり、副会長の内間義人さ

 んが、挨拶を述べられ、参拝された。

 「・・・まだ慰霊祭を行うところがあろうか

 と思いますが、どうぞ羨ましく思われず、

 私たちの事情をお酌み取りいただきま

 すように・・・」といった主旨のご挨拶は、

 ぐっとこみ上げるものがあった。今後の

 取り組みを一緒に考えたい。

                                                   かける機会を与えられた。 “１３

 けない。毎回心に誓うのだ。
いように爆破してた。それを思い出した私は、爆破されたら大変だと急い

 院にも立ち寄っている。今思えば5月25日撤退頃だったのだろう。あたり

 は騒然としていた。もんぺ姿の女性＇ひめゆり学徒？（に大きなお握りを

 もらった。浦添で激戦が繰り広げられていて、命からがら逃げ出したと話

 すと彼女は驚いていた。

   そのとき尐し壕の中に入った。撤退のドサクサにまぎれ止められなかっ

 たのだろう。「重傷患者は這ってでも出て行け、助け合って壕から出て

 南部撤退をしろぉ！」という怒声が響き、患者のうなり声も聞こえていた。

   浦添では、日本軍が逃げ出すときは食糧を燃やし橋は米軍が通れな

 いように爆破していた。それを思い出した私は、爆破されたら大変だと急

 と思っていたが、子ども達の目の輝き、真剣な表情を見ていると理解と

 いう言葉ではなく、“感じてる”という事がわかった瞬間だった。   

   戦争体験者が１５％になり、次の世代の語り部としてこの紙芝居を活

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＇ガイドの会　大城逸子（

                                                   り”低学年にどう理解されるか、

                                                   どう伝えるか内心不安だった。

 何処に出かけるにも紙芝居を手にし、子ども達がいる所で声の出し方、

 間の取り方を練習しながら本番へ臨んだ。低学年には、内容が難しい

   　　　＇事務局 藤原 政勝（

　　　　　　　　　　紙芝居「13歳の別れ」の証言者（

   定年後、浦添市前田自治会長の仕事を終え

 たとき、南風原平和ガイド講習会の募集を見つ

 けた。前田は沖縄戦の激戦地で多くの人が亡

 くなっている。そこで生き残ることができた私だ

 からこそ、その後の人生を平和ガイドとして戦争を若い人たちに伝えた

 い、平和ガイドをしたいと考えた。

                                                     子ども達に紙芝居を読み語り

  　　　　　　　　　　　　　　　                才の別れ”“聞けなかったおかえ

 用し伝えていく事が、私達ガイドの役割かもしれない。

                                                         ＇ガイドの会　西銘　昌子（

                                                         慰霊の日の前日。私たち

                                                      南風原平和ガイドの会は、

　　　　　　　　　　                                 した。そこで使用されたもの　　　　　　　　　　　　　

                                                      平和学習の取り組みに参加

                                                      町内にある北丘小学校での

 いで壕から出たのだった。

   その後、照屋、山川、東風平へ向い、謝花昇先生のお墓にも入らせて

 もらう。後は紙芝居のとおりである。

   今、若い人たちに戦争体験を話しているが、目を見開いて食い入るよ

 うに話を聞いてくれる。彼らのためにも、絶対に戦争は二度としてはい

沖縄陸軍病院慰霊会 最後の慰霊祭

ＰＥＡＣＥエッセイ

翔南・北丘小学校の

平和学習

生きる

南風原町立 北丘小学校での紙芝居を終えて



④

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　新川マップを制作して

   同じ南風原町内にありながら、やはり他字

 は土地勘の働かないもの、親子３代の豆腐屋

 さんに魅かれて始めたものです。とにかく広い  Ｑ1．ひめゆり学徒隊の引率教員は黄金森に着

 地域なのでコミュニティセンターで情報を得な        いてからはどのような役割を担っていたの

 がらオジィの昔話を聞いたり古井戸を巡った 　　　 か。また病院業務にも関わっていたのだろ

 り。仕事の都合もつけながらのシマ歩きでは  ると、何とかなるものですね。「詳細不明        うか。                    ＇ガイドの会　知念（

 メンバーが共有できない所が出てくるのも仕  です」と説明するとみなさんがいろいろ考察して

 方のないことでしたが、とにかく取材を重ねま  意見を言ってくれ、雑談している間にわたしも  Ａ1．１８人の引率教員の一番の仕事は動員さ

 した。たくさんの宝ものを前にして今度は何を  すっかり楽しんでいました。        れた学徒の状況を把握し管理することでし

 除いて何を選び出すかが一仕事、個人の所    個人では見学する機会が尐ないクリーンセン        た。師範学校女子部の生徒主事で寄宿舎

 有物や営業関係を外しながら「旧いものと新し ター、エコ生活を実践している「環境の杜」など        の舎監長を兼ねていた西平英夫先生がそ

 いものが同居するシマ。新川」をテーマに組み 新しい新川、ナゲーラ壕やシチャーラ橋などの        の総責任者で、それぞれの診療科や、そ

 立てました。ウリは「涼風のわたる丘」です。今  歴史・史跡の新川。そして目の前に広がる現在        の後分室に生徒とともに配置された教師

 後の課題としては情報の尐ない旧跡の説明に の新川の風景を楽しんでいただけたのでは？        からの情報をとりまとめていました。   

 おいて表現の工夫が求められるのではないか みなさん、いかがでしたか。

 と思います。　　　   ＇ガイドの会　松井裕子（ 　　　　　　　　　　　　　＇ガイドの会　平良美智子（                    ＇雄山閣（ 新装版 2008年より（

　　新川のシマ歩きに参加して  Ｑ２．引率教員の配置状況はどうだったのか。また２０号壕は誰が配置

   「私の地元南風原町はどんなとこ？」という興味から参加し始めたシ        されていたのか。

 マ歩き、なんと今回は字新川。「自分の職場のある新川とはどんなとこ  Ａ２．本部付：西平英夫、親泊千代→陸軍病院本部の壕の一部にいた

 ぞや！」という理由からこれまで以上に高いモチベーションで参加させ 　　　 第一外科：照屋秀夫、仲宗根政善、岸本幸安→第一外科の勤務

 ていただきました。                     者壕・８号壕にいた

   普段の生活ではあまり行く機会の無い那覇・南風原クリーンセンター        第二外科：与那嶺松助、内田文彦→第二外科の勤務者壕・２０号

 は、１５年程前小学校社会科見学に来た時よりも立派な設備になって                      にいた　

 おり圧巻されつつワクワクしながら見学しました。またウフ橋、シチャー

 ラ橋周辺は琉球王府時代に利用された宿道ということもあり、深く歴史        糸数分室：大城知善→糸数壕

 を感じる空間でした。        識名分室：新垣仁正、奥里将貞→識名分室壕にいた

   シマ歩きに最適な晴れの天気だったこともあり、気持ちの良い汗もか        一日橋分室：徳田安信、石垣実俊→一日橋分室壕にいた

 くことができ充実した一日になりました。今回は時間の都合上回ること        第３２軍司令部経理部：平良松四郎、仲栄真助八、石川義雄→第

 ができませんでしたが、新川には沖縄県公文書館もありますので是非                                     ３２軍司令部経理部壕にいた。　　

 お越しください。                    　　　　　　　　　　　　　　    (里井　歩（ 　　　　　＇『ひめゆり平和祈念資料館　資料集３　　ひめゆり学徒隊』より（

 ように」といって立ち止まったので、私も一緒に  付けたら重くて立つことができなかった。体重

 用をすますことにした。  ３５キロに器材２５キロであった。　長田婦長は

   そのとき、先を歩いていた二人に至近弾が落  衛生兵にささえて貰い先に行ってもらった。残

 ち、班長は右腕を、長田婦長は足をやられた。  置隊の喜屋武曹長より道案内を頼まれ、婦長

    生と死の境目  丘の表と裏を境にした生と死の紙一重の運だと  の同意で肩に食い込む重さに耐えて急いで歩

   道路の星明かりで明るいところは水溜まり  思った。宮城上等兵は班長を背負い、私は婦  いた。残置隊も機関銃、軽機関銃をかついで

 であるから、暗いところを求めて歩くようにと  長に肩を貸して病院壕にたどりついた。  いた。さすがに重くて５００ｍくらいでへたばっ

 注意を受けたが、水溜まりになっていた弾痕    早速､残置隊の軍医によって班長の手術が行  て座り込んでしまっていた。

 に落ち、不安になっていた国場看護婦は途  われた。医療器具もないので､腕は切断の方法    残置隊とは、最後に残った傷病兵を避難で

 中より引き返させた。医療器具を携えて伊原  しかなかったが､出血多量で１時間後に亡くなっ  きるものは避難させ、できないのは処置を行う

 へ帰ったときには国場看護婦は水汲みの途  た。「隊長殿、自分の任務は終わりました」続い  任務であったらしい。そのことについては何も

 中、艦砲で戦死していた。  て、「お母さん、自分は任務を全うしました。お  知らなかった。

   南風原の照屋近くに来て本部壕を５００m前  先に行くことをお許し下さい」　最後に「天皇陛

 方に見たとき､暗闇から馬車の音がした。これ  下万歳」を言い、虫の息になった。口からは何

 までの経験で物音の後、しばらくすると確実  度も「お母さん」という声がもれていた。

 に米軍の爆弾が落ちてくる。しかし､立ち止ま    夜が明けると山部隊が来て、「この壕は敵に

 るわけにはいかず前に進んだ。そのうち、宮  馬乗りされる危険があるので早く出るように」と

 城上等兵が「尿意を催しているから先に行く  連絡があった。医療器具を紐に通し、体に巻き

　　＇ガイドの会　宮城 弘子（

　✿総合ガイド養成講座✿                                                                                        台風２号の影響で葉っぱが枯れ落ちまるで雪国の

　７月２４日＇日（～８月２１日＇日（                                 ７月２０日＇水（　　６時受付          ようになっていた２０号壕も最近では青々と緑の葉が

　     毎週日曜日　午後２時～４時　　５回                     ６時３０分開場　　７時開演          おい繋り、もういつもの黄金森に戻りました｡自然の

　　　　＇テーマにより、曜日・日時の変更あり（                 南風原公民館２階大ホール       生命力･力強さを感じますね。

　✿『遺跡が語る沖縄戦』の展示物と沖縄陸軍             【演題】                                       私はと言えば、朝の出勤時、ナービカチカチー＇あ

　　　病院20号壕の公開に至るまでの行程説明会✿         沖縄観光の新たなる地平線     ぶらぜみ（の大合唱と黄金森のさわやかな風に元気

　　　　　　　７月１４日　＇木（　　１８：３０　　                        ～感動体験型産業の             をもらいながら飯あげの道をうんとこ登って管理人室　　　　　　　　　　

　✿シマ歩き✿　　字照屋　                                                      実現について～        へ。さっそく文明の利機クーラーをつける始末。この

　　　　　　　７月２４日　＇日（　　９：００                                講師：平田 太一 氏              原稿を書き終えたら外気に触れてみようかな？

　　新川ガイド

   絶好の散歩日和、スタート前のわたしの

 不安と緊張はピークでした。でもいざ始ま

    ＇西平英夫『ひめゆりの塔学徒隊長の手記』   　                                          

　　　 第三外科：玉代勢秀文、東風平恵位→第三外科の勤務者壕にいた

「閃光の中で－沖縄陸軍病院

の証言－」より転載

ひめゆり学徒隊の先生は

何をしていた？

管理人室から『商工会の日』記念事業

文化講演会


