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 初めての経験でした。特に、沖縄

 陸軍病院南風原壕については、

 うになりました。

  さん､おめでとうございます。これから一緒に､学び伝えて行きましょう。

外間　良信　　

   ガイド講座を受講して改めて生   私は、学校の総合学習の時間

　☆深澤　久美　　☆吉本　皓一

 に、この南風原平和ガイドを体験

 したことがあります。なので、せっ

 かく学んだからちゃんと一人でガ

 イド出来るようになりたいなぁと思っ

 て、講座を受講しました。

   講座のときに､黄金森周辺をずっ

 と歩いたりすることがあって、暑い

 で知らなかったことや､新しい発見

 とかもあったので､楽しかったです｡

   平和学習、戦争遺跡の体験など

吉本　皓一　　

 命の重さ、また自分自身が学習し

 ともかく樹木という自然の物を使っ

 にしてから染める方法は、いつ頃

 たがさて、その後はどうなったか。

 まま時間がなく途中退席してしまっ

 （先染め）から織ったわけだが、布

 てとても残念。

 深く刻み込まれた。

   平和について考えるとき、いつも

 人々の想いが浮かぶ。沖縄戦を体

 験した私の祖父母。沼田さんや佐

 古先生をはじめとする広島の方

 々。文化センターの職員。はえば

 る九条の会や南風原平和ガイドの

 サンシーの生涯に想いを馳せ、

 「山彦の聞こえる場所」では「やっ

 来たりの忙しくも楽しい与那覇区

 でした。  ガイドの会　平良　美智子

 ほー！」の代わりに畑にいたオ

 の人を引き連れて大名の歴史を語

 の説明が皆さんに理解して貰えた

 のか心配です。もっとシナリオに工

 常に気を使います。ガイドの皆さん

 狭い道路を通るので安全面で非

 夫を凝らしてわかりやすく楽しいガ

 イドを目指したいと思いま した。

 にはその事を肝に銘じて次回の参

   大名のルートは交通量が多くて

 る事は､初めての事でしたので､私

 で聞いた戦争の悲惨さは目を覆う

 ばかりでした。

   これからは、今の平和の裏に戦

 を行いました｡私にとっては､いつも  感じる10月

 の与那覇ｼﾏ歩きをしました。小１と

 気がありました。

　「イントゥン・クシヌモー」では豪勢

 ジイとゆんたく。雑草をかき分けな

 がら歩いたその数分後にはひっき

 りなしの車を睨みつつ（？）信号待

 　　         ガイドの会　玉城　双善

 見慣れている風景のはずが､大勢  9日午後、

 1３人の参加で第一回目

 し､とてもつかれました。でも､今ま

田中　美麗（中学3年生）

 日物品販売等に参加してくださっ

 秋の気配を   １０月２２日に字大名のシマ歩き

　☆吉本　初枝　　☆諸見里　円

 ほとんど知りませんでしたが、講座

 もっと勉強を！

 争があるということを伝えて行きた

 いし、もう2度と戦争は「ごめん」だ

   かすかに

 ということを訴えていきたい。

 た企画開発部の皆さんお疲れさま

　　　企画開発部々長　玉城　双善

　☆外間　良信　　☆玉村　綾香

   新聞記事の貼り付け作業や、当

 ホールにおいて、10月16日(日曜

 日)に「よみがえる琉球芸能、江戸

 上り」の上映会がありました。

   平和ガイドの会の企画開発部の

 第２回会合で､私達ガイドの会の活 なければならない、目標が明確に

 なったように思います。

   今まで概略的でしか知りえてな

 かったものが（平和・戦争）少しず

 つ自分のものとしてとらえられるよ

 ますます好奇心

  ２０１１（平成２３）年11月１１日　  

 のは、小学校６年生の時に南風原

   クッキーやカボチャそば、カボ

 問をしたが、詳しく答えを聞かない

ＮＰＯ法人 南風原平和ガイドの会

　☆上間　裕次郎　☆田中　美麗

 チャ粉は評判がよく、次々と買い

 でした。 動をアピールしながら物品の販売

 をしたいと提案があり､20号壕関連

 の新聞記事や平和ガイドの会の活

 動記事などを展示して、文化セン

ターに常設しているガイドの会

 運営の特産品販売「ふぇばらん」を

 出店する事が決まりました。

 求めていかれました。

沖縄県南風原町字喜屋武257番地
南風原町立南風原文化センター内
電話･FAX/　098-889-2533
mail/ haebaru.gaidonokai@beetle.ocn.ne.jp

　☆神里　貴子　　☆親泊　南海

   新しい南風原中央公民館、黄金

http://haebaruheiwagaidonokai.ti-da.net/

   南風原平和ガイド養成(６期)の講座が１０月９日に終了。

  新しく、１０人がガイドの会に加わることになりました。講座修了した皆

　　　想い

   私が平和について真剣に考えた

 並河善知さんを

 講師に、相思樹

 で手ぬぐいを染め

 ました｡16人参加｡
　　　　　ガイドの会　熊野　仁美

   以前から染め物には興味があっ

   １０月３０日（日）、

 黄色の色が出るんだろうか？そし

   さてその完成品は？奥様に渡し

 飾るための着物を織った昔の人達

 た。フクギが黄色の色をだすもの

 考にしてください。

 ちをしていたりと、バラエティーに

 富んだいにしえと現代を行ったり

 の知恵に感動した。

             （ガイドの会　友利恵徳）

 町の子ども平和学習交流事業に

 参加し学んだ時が最初だっただろ

 う。それまで、学校の慰霊の日前

 に行われる平和学習で学んでは

 いたが、深くは考えていなかったよ

 うに思う。「戦争がなければ平和と

 いうわけではない。差別などもな

 て、なぜ何回も洗っても色が落ち

 ないのだろう？これも疑問だった。

   今回の草木染めは輪ゴムを使っ

 た。やりながらまた新たな疑問が

 た。どんなにしたらあのフクギから

 であると知ったのがきっかけだっ

 く、人々が安心して暮らせることが

 平和」この言葉は１２歳の私の心に

 幼稚園の小さなお客様がいて、参

 加者平均年齢はぐっと若くなり活

 会のみなさん。これまでに、ここに

 は書ききれないほど多くの人たち

 の想いに触れ、そしてそれを受け

 取ってきた。それをどのように伝え

 るか｡人それぞれの伝え方がある｡

 その方法を私は今、模索している

 ところである。

 なお屋敷に目を見張りつつ琉球

 史に耳を傾け、「ウサン嶽」ではウ

 わいてきた。昔は糸を先に染めて

 から始まったのだろうか。講師に質

 て染め、生活のためのあるいは着

吉浜忍先生の講話を聞く6期生 

ＰＥＡＣＥ 

     エッセイ 

http://haebaruheiwagaidonokai.ti-da.net/


　✿黄金森周辺案内　

　✿賛助会員募集！

皆様、是非頑張って下さい。遠くか

　がんばってください。

　大城　敏雄　様
（南風原町生涯学習文化課課長）

きません。2011/10/8　60代　女性

チラガマのガイドありがとうござい

賛助会員様からコメントをいただきました。

　　             11/19（日）  １４時～

 ✿第60回南風原文化センター企画展

            中央公民館２F視聴覚室

　　　　三つの地域の手ざわりと伝統

　 「琉球絣・久米島紬・宮古上布」展

　　聞くと見ると大ちがい！というこ

ました。　2011/１０/２　５０代　男性

者さん姫ゆりの人たち壕の兵士さ
ん

ところで、それも生死をさまよう人

たちが清潔とはほど遠い環境で医
療行為をしていたと思うと……。お医

とばが不適切かもしれませんが、聞　　　　「靖国の檻」　上映会

皆様の非常に前向きかつ強力的な

～皆様へ感謝～

とうございます。特に部会活動は、

   33年間愛された旧中央公民館から、黄金森にできた新中央公民館

　✿「ガイドの会」冊子制作参加者募集

「南風原平和ガイドの会」の活動を

 


 て止まない。私にとって公民館は

 公民館に期待する住民の１人とし

 露宴として利用した世代でもある。

 多くのカップルが誕生したダンス

　　金曜コース　18：30～20：00

開催する諸行事へのご案内と料金の

しみじみ感じました。と、同時に、

語り続けて頂きたいと思います。時

間がなく、文化センターの展示がみ

　✿年越しそば作り　12/11　１４時～

大切な戦跡ですのでガイドの会の

 江戸時代の福島のあの八橋検行

 てやはり旧公民館の様な人と人と

 糸数アブチラガマでの、体験は衝

戦争遺跡も、初めて見ました。この

史も日本でありながら、日本でない

   その公民館が10月1日文化セン

 れてくる。私はこの曲は琉球王国

　　　　　　　　12/4（日）　13時～

取り組みの活動報告、いつもありが

事務局長より紹介する冊子を作ります。参加希望者

は事務所まで。

　✿映像で知る“ヤスクニ”Part１

　ガイドの会の活動にご賛同くださる個

11・１２月の予定

割引きをさせていただきます。

　　　　・個人一口1000円

　　　　・団体一口2000円

人、又は企業・団体に賛助会員として

　✿琉球舞踊　4回コース

　　　　　　　　11/26（土）　13時～

平和ガイド通信の提供、ガイドの会が

　　　　　　　　11/20（日）　13時～

 礎を築いた象徴的な建物。ただの

   エイサーのルーツも福島だった。

 私個人としては職場であり結婚披

 人生がいた。そして又、区長さん

 が入れ替わり訪れ情報交換の場

 でもあった。

             ガイドの会　大城　逸子

 世話になる。

 移った。盛大な落成式で今後の

 ター隣にある地域交流センターへ

結ぶ・道づねー）で引継ぎ式が行われました。これからガイドの会も度々

   1978年に開館した南風原村中

 央公民館は文化のまち南風原の

 箱物ではない開館当初から多くの

 公民館講座が開催され住民が足

 かり思っていた。ところが作曲者は

撃でした。沖縄にこんなに、壕があ

 時代から続く古典で作者不詳とば

 を運んだ交流の場だった。

 がなんと福島出身！また、私たち

 が元になったものだが、袋中上人

 パーティも盛んに行われた。一角

 にある図書室では勉学に励む浪

 共に歩んだ30年である。そして今

 町の女性会長としてこの公民館に

 へ、10月1日エイサーや町民の道じゅねー（旧館から新館に引き継ぎ・

 の交わる場であって欲しいと願っ

 この新公民館にお世話になることでしょう。   名建築といわれた旧公民

館の思い出を大城逸子さんが寄稿してくれました。

（事務局長　金城美根子）

臨時部会をもつほどエネルギッシュ

年度につないでいきたいと思いま

で、情熱的な皆様の姿勢に感謝・
感

ただいて円滑に事業を遂行し、次

謝です。今後とも更なるご協力をい

すのでよろしくお願いします。

　内藤　兼也　様

 の中でも描かれていた。ちなみ

 よ! 死んだらそれまでよ! 党宣言」

たいと思います。壕２０号と、アブ

る事を、初めて知りました。こういう

過去も同じ日本です。そのためにも、

  で無事午前中の見学が終了。

  旅行シーズン、ガイドの会もしっ

  かり案内致しますのでどうぞ安心

   先月文化センターで展示会を開

    でも、旅行社と生徒さんの協力

ともに崩落していたのではっきりし

どこまでが火炎放射の炎、どこから

いなかった可能性があります。

ことから、出口側までは炎は届いて

  ホッと一息です。これからの修学

でしょうか。（お客さんから）

    10月30日、早朝より修学旅行

  て初めての多人数に不安・・・。

  で2団体、合計305人が平和学

  習に訪れました。管理人になっ

　平和ガイドの会の活動には感謝

  して　メンソーチクィミソーリ。

　　　　　　　　　　　　　　宮城　弘子

しております。

坑木に火が燃え移り延焼しました。

れた人骨の多くは焼けていなかった

ませんが、出口側近くから掘り出さ

 エイサーは袋中上人の念仏踊り

 てみた。

 してこられたのではないだろうか。

　　　　　　(編集部　安仁屋　真孝）

のですか。出口まで炎は通ったの

掘した2006年には、壁面・天井面

が延焼というのはわかりません。発

　　　　　　　　11/13（日）　13時～

　　日曜コース　10：00～11：30

行った話は、特に、恐ろしさを感じ

をかけられた人が、自ら飛び込ん
で

ような気がします。平和の有難さを

　✿字新川　シマ歩き

　　　　　　 11/10(木）～11/27（日）

（国会事務職員・茨城県）

らですが、応援しております。

いている以上にみるとよくぞこんな

がどんな思いをしたと思うと涙が尽

　✿字本部　シマ歩き

ご入会を頂いています。賛助会員には

　✿字兼城　　シマ歩き

大変ご苦労があると思いますが、

　陸軍病院壕を後世に残すことは、

　　　　　　　　　　　　　　②

   南風原との縁もある。沖縄の埋も

 が津嘉山の食事処「門」経営者故

 金城春子さんだ。

 れていた民話を掘り起こし記録とし

 て残した福島出身の故遠藤庄治さ

 ん。その語り部として有名だったの

 田芳雄さんで、恋人役は賠償美

 はよく報道されているが、１９８５年

 に主人公の沖縄の青年役は故原

   福島原発事故の後始末をする底

 公開の映画「生きているうちが花

 辺労働者に沖縄出身者が多いこと

れませんでした。次回は、展示を見

 いた鈴木さん夫妻はこのような「目

 に見えぬ大きな力」で沖縄に移住

事実を伝えていただいた事に感謝

ました。沖縄は、海の美しさも、歴

します。壕の中の、壕にスパイ容疑

（学芸員　上地）　

   私の住む沖縄市では毎朝６時に

 なると町内放送で「瀧落とし」が流

 Ｑ．２０号の米軍が攻撃した火炎

放射器の跡はどこまで届いている

 津子さんだった。

 だという。びっくりした。びっくりした

 ついでに「福島と沖縄」の縁を調
べ

 Ａ．火炎放射器の攻撃で寝台や

 「別れの曲」の作詞者太田博も福

 島出身の陸軍少尉。

 

 に関係が深い「ひめゆり学徒隊」

 が卒業生に送る曲として作られた
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福島と沖縄、そして南風原 


