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新年のあいさつ 
 

 

 

 
南風原文化センター 

館長 大城敏雄 

新年あけましておめでとう

ございます。  

文化センターに移動して３年

目を迎えようとしております。 

平和ガイドの会は NPO 法人を

立ち上げて３年目を迎え、新年

度は皆様の活動が真価を問わ

れる年になると思います。皆様

の活動は南風原町の貴重な文

化財である「沖縄陸軍病院南風

原壕群２０号のガイド事業」や

「シマじまガイド事業」は町民

とのかかわりや連携又は県外

とのネットワーク等が求めら

れた貴重な事業だと考えてお

ります。 

 陸軍病院壕の公開活用につ

きましては、多くの見学者に対

し丁寧に平和学習や命の大切 
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新年を迎えるに当たって 
平和ガイドの会 今後の課題と展望 

 

 

平和ガイドの会  

理事長 赤嶺敏昭 

 

 輝かしい新年を迎えて初春のお

慶びを申し上げます 

昨年は大震災に遭遇し、日本中

が災危に見舞われた厳しい年であ

りました。その被害の惨状は歴史

上深く残る思いがあり、人と人の

絆が深く心に染みついた年でし

た。 

 さて、沖縄県の今後のビジョン

の中では〔交流と共生の島〕と言

うキーワードが掲げられておりま

す。大震災の影響で落ち込んでい

た沖縄観光も昨年の秋以降、修学

旅行や、団体旅行が増加傾向に転

じています。また新しい沖縄振興

計画事業もスタートする事を受

け、我がＮＰＯ法人南風原平和ガ

イドの会にも本土からの修学旅行

や平和学習を学ぶ各種団体、旅行 

いにしえの郷愁「神の里」島歩き 

に参加して 
 南風原町字神里、町民でも行ったことがな

い、どこにあるのかを知らない方々がいます

が、私自身，灯台下暗しで神里のことを知ら

ない一人でした。 

 新年も明け、神里のシマ歩きを企画してい

ることを知り、神里区の事を知るチャンスだ

と思い参加しました。神里区の地図や、琉球

国由来記に記されている拝所、神里気質、昔

ばなし等々、分りやすく書かれたマップに感

動しながら、そして初めてお会いする方、ち

ょっと知り合いの方々と一緒に、分りやすい

ガイドさんの話に耳を傾けながら島歩きを楽

しみました。 

 ３０年余り、神里の地で恵を受けて住んで、

今やっと神里の事をより知ることができまし

た。南風原平和ガイドの皆さんの素晴らしい

企画に感謝いっぱいです。地域の事を伝承し

ていくことの大切さを感じました。今後、神

里の子供達にも、分りやすいマップを参考に

伝えてあげると故郷がもっと好きになる事で

しょう。かみの里、神里は「おもろさぅし」

の詩にも記され、いにしえの郷愁を誘う里で

あることを知り、神里に嫁いだことを今、さ

らにありがたく幸せに思い、神の里をいつま

でも愛していきます。字神里住民 赤嶺明美 

「ひめゆり学徒のあしあとめぐり」 

に参加して 

 １月１４日、曇り空の下「南部・ひめゆり

学徒のあしあとめぐり」が行われました。参

加者は１４名、今回見学したのは南風原の病

院壕を撤退した後の移動先でした。道順の都

合でまず最初は荒崎海岸、それから波平第１

外科壕・糸洲第２外科壕へ、ガイドを担当し

て下さったのは学習部長の友利恵徳さん、友

利さんは移動のバスの中でも沖縄戦につい

て、マイク片手に説明して下さいました。午

後は、ひめゆり平和祈念資料館を見学し、元

ひめゆり学徒の仲里正子先生のお話を聞きま

した。仲里先生は当時手術場勤務だったそう

で手術の様子など、初めて知る事がたくさん

ありました。その後、資料館学芸員の古賀さ

ん、尾鍋さんの案内で、ひめゆりの塔・伊原

第一外科壕・山城本部壕を見学しました。昨

年９月に平和ガイド養成講座を受講した６期

生の初心者マークガイドの私ですが、今回の

学習会に参加して有意義な一日を過ごすこと

ができました。   ガイドの会 深沢久美 

 

✿ シマ歩き 

 字大名 1/22(日) 13 時半発 

 字照屋 2/12(日) 13 時半発 

 字山川 2/26(日) 13 時半発 

字与那覇 3/11(日) 13 時半発 

 字神里 3/25(日) 13 時半発 

✿第３回ふぇーばる物産展 

開催期間：2月 25日(土)～2月 26日(日) 

開催場所：南風原文化センター及び周辺

駐車場   

ガイドの会も参加を予定しております。 

皆様ご協力よろしくお願いします。 

 

✿戦争体験紙芝居(全三部) 

貸出中 

貸出方法：南風原平和ガイドの会事務局

までお問い合わせ下さい。 

Tel 098-889-2533 

（９～17時 水曜日定休） 

 

✿会員の皆さまへ 
『体験学習指導者養成講習会』 

受講希望者募集 

日にち：2/8（水）～2/11（土）3泊 4日 

会場：八重瀬町立セミナーハウス 

社等から昨年以上に多くの予

約が相次いでいます。 

今後の課題としては、ふるさ

と雇用再生特別基金事業の予

算が今期限りで終了となり南

風原平和ガイドの会独自の事

業展開を模索していかなけれ

ばなりません。 

その一つとしてシマじまガイ

ド案内（各字の歴史、民俗、

産業、史跡等）の事業を展開

しているところであります。

今年は私達の会の真価が問わ

れる正念場であり皆様方の英

知を結集して事業展開につな

げていければ幸いでございま

す。今年も飛躍の年になりま

す様祈念申し上げ皆々様のご

健勝とご多幸を心からお祈り

申しあげます。 

平成２４年 吉日 

さを語り継いでいることや町 

民への平和学習の機会を与

え、さらに全国の皆様に壕の

ガイドを通して戦争の実相を

伝え、平和について発信して

いることに対して心から敬意

を表します。 

「シマじまガイド事業」につ

きましては、南風原町の各地

域に遺された貴重な文化財や

地域産業の調査や各地域の諸

先輩方からの聞き取り調査な

ども行い、それをまとめ上げ

た地域マップを基にして、町

内の各地域で集落ガイド事業

を展開しています。 

さらに、「沖縄の踊り・草木染

め」等の事業もされているこ

とに対して心から感謝を申し

上げます。 

 最後に、本年も平和ガイド

の会がますます発展すること

と、会員一人一人のご健勝と

ご多幸をお祈り申し上げて、

新年のご挨拶といたします。 

平成２４年 吉日 
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  連日の悪天候と低温で黄金森の

木々達は、葉を落とし、カタツムリは

喜んで所かまわず散歩を楽しんでい

ます。ガイドさん達は毎日落ち葉を掃

き集め、カタツムリの足跡を拭き取

り、時には「飯上げの道」まで足を運

んできれいにして下さいます。そんな

平和でのどかな光景の中に、時折「パ

ラパラ・・・・」大きな音を響かせて、

飛び去るヘリコプターが気がかりな

のは考えすぎでしょうか？ 

このおだやかな日々を永遠に・・・・ 

ガイドの皆さん、いつもいつもありが

とう今年もよろしくお願いします。 

（平良美智子） 

現在の仮設階段 

ﾉ 

 

 

賛助

会員
の 

ご紹介 

賛助会員様にコメントを頂きました。 

～事務局長より～ 
心をひとつにして前進！ 

「残された事業計画をより円滑に展開するには？」を課題に望んだ理事会。大字で

ある最後のマップ製作や冊子製作は新メンバーが入る等、順調な進捗状況で、完成

に期待。正念場である残された数カ月で、12字(与那覇から神里)が勢揃いしたマ

ップと冊子でひとりでも多くの皆様に壕案内、周辺案内、字案内、体験学習のプロ

グラムを知ってもらう活動を基軸に、有志竟生の意で頑張れる事を確信できまし

た。   さぁガンバロー！！              （金城 美根子） 

企画開発部よりお礼と報告 

 昨年１２月に賛助会員の募集を集中

的に行いました所、２６件３１口のお

申込みをいただきました。大変ありが

とうございました。                     

賛助会員につきましては、引き続き募

集をしておりますのでよろしくお願い

します。会員になりますと、平和ガイ

ド通信の提供、ガイドの会が開催する

諸行事へのご案内と料金の割引をさせ

ていただきます。 

・個人一口 １０００円 
・団体一口 ２０００円 

早期目標の達成にご尽力いただいた

山入端美佐枝さん仲間孝蔵さんお疲れ

様でした。  

 

 

 

 

私たちにはとても気になる「飯上げの道」

の工事。字喜屋武の「行政懇談会」でトンネ

ルに下りる階段について質問があり、町が回

答をしています。私たちが知りたかった内容

と重なるので、了承を得て引用掲載します。 

Ｑ。文化センター前の、文化センターへのト

ンネルの階段の件について。 

１）県道工事後どのような形になるのか？ 

２）現在使いにくくなっているので、スムー

ズに通れるよう使いやすくして欲しい。 

Ａ。 

１）黄金森公園線道路整備事業にともなう

「飯上げの道」の方法については、現在、沖

縄県南部土木事務所と協議を進めていると

ころであります。その協議内容における町の

考え方として、黄金森公園線の歩道部内に、

トンネルを通り階段で上がってくる工法で、

県と調整を進めております。 

２）現在の仮設階段は、黄金森公園整備事業

の一環として、駐車場整備の際に施したもの

でありますが、新たに現歩道部に沿って築造

する階段（1 月 5 日入札）の工事着手の目処

付けができるまでの間として、現在の仮設階

段の利用をお願いします。 

連載「閃光の中で」 
 沖縄陸軍病院の証言 

  陸軍病院薬室筆生として 

    筆生 新屋マサ子（旧姓嘉手川） 

昭和１９年、内科医院を開業していた

父が当時４９歳で軍医として応召され

た。 

球１８８０３部隊陸軍病院伝染病棟主任

として発令された。那覇市楚辺の小高い

所にあった開南中学校が部隊本部であっ

た。部隊長は廣池軍医中佐であり、佐藤

軍医中佐、目軍医大尉、仲本軍医大尉の

将校を記憶している。 

 当時、小録の飛行場にあった陸軍航空

通信隊に軍属筆生として勤務していた自

分は、６月から陸軍病院室に筆生として

転属した。玉城薬剤中尉、金城軍曹、佐

藤伍長他数名の兵隊さん、女子は安里恵

美子筆生と私でした。これからの重大時

局に心をひきしめ任務につかねばと誓っ

た。１０月１０日の那覇の大空襲は早朝

からの波状攻撃。よもやこんなに散々に

なるとは思っていなかった。朝７時出勤。

泉崎橋を渡って本部に到着後、橋は直撃 

八木良広 
(小田原看護専門学校講師) 

 地元に根付きながら、住民の方々だけで

なく訪問者にも開かれた皆さんの取り組

みから様々な事を学び刺激を受けていま

す。応援しています。 

を思い出すと目頭が熱くなるばかりだ。 

父の知らせで母や弟妹の消息がわかり

安堵する。暁部隊（陸軍船舶部隊）に勤

務していた妹も庶務に筆生で勤務するこ

とになった。宿舎は近くの大城家で、そ

こに儀間、新嘉喜、安里、譜久村並びに

妹と自分が儀間先輩に従って居をともに

した。洗髪をしている時空襲にあい、洗

髪粉をつけたまま頭巾を被った思いでも

ある。戦死した友の顔が思い出されて仕

方がない。2 月１６日、私達親子は父を

残し病院船で熊本へ疎開することにな

り、部隊長に挨拶に伺うと「やっぱり疎

開した方がよい。お母さん達をしっかり

守って下さい」と言われた。その後は熊

本陸軍幼年学校へ勤務し終戦を迎えた。 

沖縄戦は自分にとって大切な尊敬する

方々を失い、今はただただ御冥福をお祈

りするばかりです。 

 

 

「閃光の中で―沖縄陸軍病院の証言―」

より転載 

され吹っ飛んだのを知り危機一髪とはこ

のことだと思った。その後、敵機は本部

を空襲、敵機からの機銃掃射で辻上等兵

が戦死された。私達筆生、儀間、富原、

安谷屋、新嘉喜、譜久村、安里はやっと

運動場下の洞穴を見つけ退避した。目の

前の県立第二中に焼夷弾が投下され、校

舎は一瞬にして赤い炎に包まれ消失し

た。生と死の境目であり、恐怖で震えた。

夕暮れに全員南風原に移動することにな

り、真っ赤に燃え上がる那覇の市街を背

に与儀、真和志と行軍、国場の上に来た

時、病院車が私達を乗せてくれて、一路

南風原へ向かった。 

暗闇の中、南風原小学校へ到着。その

夜は校舎の中央に私達筆生を囲んで車座

になり一夜を明かした。翌日から病院は

負傷患者が多く大変忙しくなった。薬室

は新任の柳沢薬剤中尉が科長として赴任

された。二十数名の科で女子筆生は安里

恵美子と自分で、とても大事にしていた

だいた。野戦用のリンゲルの補充等いろ

いろ事務を体験した。今４４年前のこと 

 儀間 稔 
(南風原町宮平出身) 

 体験者が高齢化していく中、若い人

に目を向けて行く必要性を強く感じ

る。 中学生が学校の授業で平和ガイ

ドを学んだことは素晴らしいと思う。 


