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２月１８日、久米島の沖縄戦

について徳田球美子さんを講

師として学習会があり参加し

ました。 

 徳田さんが久米島での戦争

体験を記録するきっかけとな

ったのは、多くの人間との出会 

いがあり、その方々の協力や後

押しがあった事。また秘密戦で

あった為、関係者がすでに物故

されたり、また久米島の同郷者

の事でもあり、まさに資料の収

集をはじめ、糸を紡ぐような作

業に頭の下がる思いがしまし

た。久米島での虐殺事件には、

沖縄の風土が持つ「島社会の中

のムラ社会」という状況の中

で、虐殺に加担した住民も、虐

殺された住民も親戚であり、隣

人同士であったことについて、

私自身がいずれかの立場であ

った事に置き換えて考えてみ

ると、とても答えの出ない重い

沖縄戦の実相であると思いま

す。 虐殺事件についてあの時 
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南風原平和ガイドの会学習部「ならゆん会」では、去る２月

18 日に行われた「概説・久米島の沖縄戦」の学習内容を発展さ

せて、3 月 14 日から 15 日（1 泊 2 日）の「久米島 史跡・戦跡

めぐり」を企画しました。久米島島内のガイドは、南風原平和ガ

イドの会々員であり、『久米島の沖縄戦』の編著者である徳田球

美子さんにつとめていただきます。 

✿２月２６日（日）は、山川マ

ップが完成して初めての山川

シマ歩きを行いました。参加人

数１３名です。それぞれで勉強

した山川の歴史を５人で分担

してガイドしました。のどかな

山川の農村風景を見学しなが

ら、歴史に詳しい参加者もいて

大変参考になりました。 

（ガイド 宮城弘子） 

✿初めてのガイドで緊張しま

したが、無事にガイドする事が

できほっとしています。次回は

自信をもって一人でガイドで

きるよう頑張りますので、たく

さんの方が参加して頂きます

ようお願い致します。 

（ガイド 大嶺まり子） 

✿あいにくの雨天でしたが無

事「シマ歩き」を行う事ができ

ました。私達の説明に参加者が

補足して下さりとても勉強に

なりました。  

（ガイド 深沢久美） 

２月１２日（日）に行われた字

照屋の「シマ歩き」のアンケー

トをご紹介します。 

 

✿私は他部落から字照屋に嫁

入りした者です。実際に照

屋に住んで２２年位で、あ

まり照屋の歴史、場所、地

名等分りませんでしたが、

今日の村歩きをしてその一

部が分り、大変有意義な催

しだと感謝しております。

これを機会にもっと照屋に

関する文献等も読んで、そ

の価値を認識し、子供や孫

達にも話して聞かせたいと

思っています。 

南風原町照屋７０代 女性 

２月２５日(土)～２６日(日)に「ふぇーばる物産展」が開催さ

れ 4,000 人の方々が足を運んで頂きました。 

私達「ガイドの会」は、２０号壕、シマ歩き、黄金森周辺の案

内、琉舞体験教室、野草を食する会等のこれまでの活動を写真で

紹介。また「新聞の切り抜き」や「ガイドちゅーしん」の展示な

ども行いました。さらに「シマ歩き」のパンフレットの配布や、

作成した紙芝居の読み聞かせ、「書籍販売」なども行いました。

さらに２０号壕への案内も行い、２６日には雨天の中「山川のシ

マ歩き」もしました。ひとつひとつの積み重ねが大きな力になる

のを実感する事ができました。私達の活動を知らせるいい機会で

あったと思います。         企画開発部 大城律子 

 代の皇民化教育がそうさせ

た。また、当時の状況では、

そうするしかなかったとい

う事ではすまされない気持

ちになりました。 

 「平和ガイドの会」は、沖縄

戦を記録し後世に伝えるこ

とが重要だと認識していま

すが虐殺事件の中からかろ

うじて生き、戦後をどのよう

な心境で久米島を離れなけ

ればならなかったのかと考

えると胸の張り裂ける思い

でした。 

                              

ガイドの会 外間良信 

 

 当日の参加者のアンケートを

ご紹介します。 

 

✿他の集落や他の拝所などと関

連して学ぶと楽しいと思いま

す。  那覇市 ６０代 男性 

✿山川橋の話と、山川の戦争物語

の説明が気に入りました。 

南風原町山川 ７０代 男性 

✿マップがあるのはすばらしい。 

那覇市５０代 女性 

✿地域の区長さんや知識人がガ

イド補助をして頂いたのがよ

かった。楽しかったです。 

那覇市 ５０代 男性 

✿地元の人が参加できたらいい。 

南風原町神里 ６０代 男性 

✿素敵な部落でした。ありがと

うございました。 

那覇市 ６０代 女性 

 

✿歴史の移り変わりが具体

的によくわかった。（井戸

水の利用、トイを使って雨

水を貯めて使っていたこ

と等、現在の水道の有難さ

を感じた。） 

「照屋を歩く」という資料

は前に貰っていましたが、

今日の説明を聞いてそれ

ぞれの場所や品の特徴が

よくわかるようになりま

した。 

南風原町照屋７０代女性 
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 以前、観光で沖縄を訪問した時に

知り、職業柄(男性看護師)大変興味深

く感じていました。 

予約制とのことで、なかなか訪れるこ

とが難しかったのですが、今回糸満市

の病院に勤務することになり訪問致

しました。外間さんのガイドにて見学

させて頂きました。大変こと細かく、

詳しく説明して頂きありがとうござ

いました。この一年間沖縄の病院にて

働きますが、本土からのナースの友人

が来た時は、是非とも紹介したいと思

います。ありがとうございました。 

2012/1/31 50 代 男性 

 日々の生活に追われ、平和について考える

事がなかった私ですが、２０号壕の管理人と

して働きはじめて２年、知る事の大切さを実

感しています。戦争の事や、今の沖縄の現状

を知る程、重い気持ちにはなりますが、子供

たちの為に無関心ではいられません。 

 管理人を終えた後はガイドとして、この２０

号壕で平和について考えていきたいと思い

ます。 

ところで、この緑いっぱい、虫もいっぱ

いの黄金森は，マイナスイオンもいっぱい

で癒し場、ガイドや見学者と出会いの場、

学びの場です。 

これからもグスーヨーユタシクウニゲー

サビラ。（皆さんよろしくお願いします。） 

（宮城弘子） 

 

 

 

～事務局長より～  お礼！ 

 ふるさと雇用再生特別事業が今月末で終

了です。自立するための土台作りとして 12

各字の特徴をタイトルに掲げた字マップが

完成。併せて「ピース＆カルチャーガイド」

と「黄金森周辺案内」の冊子も作成。末に

は絣の道ガイドブックが完成予定。他、昨

年製作した紙芝居などが平和発信と地域活

性への架け橋となり、今後の事業展開につ

ながる事を確信しております。それも会

員・賛助会員のご理解・ご協力をはじめ行

政のご指導の賜物だと、深く感謝し、また、

同時並行した諸事業にご参加くださった

皆々様に感謝いたします。書面をかりてお

礼申し上げます。（事務局長 金城美根子）  

賛助会員 

の 

ご紹介 

賛助会員様にコメントを頂きました。 

 

３・4 月の予定 

✿黄金森周辺散策 

   3/18（日）13 時～ 

✿字神里 シマ歩き 

   3/25（日）13 時～ 

✿かぎやで風 教室 

 4/8（日）より全 4 回 

10 時～11 時半 

✿字喜屋武 シマ歩き 

   4/8 （日）13 時～ 

✿字宮城 シマ歩き 

   4/22（日）13 時～ 

Ｑ．現在、20号から見ると19号、21号への

通路はかなり急な坂道に思えますが、当時

はどのような状態だったのですか。階段な

どあったのですか。（Ｒ） 

Ａ．両側とも落盤しているので、はっきり

しません。しかし、天井面の勾配を見る限

りではかなり傾斜のある通路だったと思

います。ひめゆり平和祈念資料館発刊の資

料集（ひめゆり平和祈念資料館資料集３ 

P158）に掲載された図面や証言では「通路」

があったとありますが、階段だったとは記

されていません。20号から 19号 への通路

地面に多くの負傷兵が横たわっていたと

いう証言があるので、おそらく階段はなか

ったと思います。発掘できれば確認できる

のですが落盤の危険があるため残念です。 

連載「閃光の中で」 
 沖縄陸軍病院の証言 

  生き残った者の使命 

 第三外科看護婦 新城初枝(旧姓宮城) 

 

第三外科ひめゆりの塔は昭和 20 年 6

月 19 日、米軍の猛攻撃を受けて、軍医、

看護婦、女学生の戦死した場所であり、

戦後ひめゆりの塔として沖縄戦の象徴と

もいえる地となりました。私が陸軍病院

に勤務を命じられたのは、昭和 20 年 1

月 1 日でした。当時は、御国のために尽

くすには従軍看護婦になることが唯一最

高の道だと思っておりましたが、戦火は

ますますはげしくなり、希望通りの勤務

はなかなかできない状態でした。陸軍病

院は、南風原村の南風原国民学校を使用

しておりましたが、病院も次第に危険な

状態となり、三角兵舎から、壕内生活へ

移動するようになりました。 

壕内は暗くて狭くて全くすし詰めの状

態で、これでも負傷兵の看護ができるか

と思う位の設備でした。傷の痛みや 40 度

前後の高熱が続いて脳症を起こしている

人とか、伝染病患者や、食事も取らず薬

も飲まず苦しんでいる負傷者がおり、膿 

す。幼き女学生の最後の声、「お母さん、

助けて下さい」「水が欲しい」とか「苦し

い、助けて下さい」とか言うあちらこち

らでのうめき声と、南風原から南部へ移

動する時に壕内に置き去りにした重症患

者の最期はどうなったか、とかの悪夢の

ような体験を時々思い出すことがありま

す。 

 このみじめな戦争が二度と起こらぬよ

うに、私達は今こそ平和であるように祈

り続けましょう。また、沖縄の人々の犠

牲を決して忘れてはいけないと思いま

す。 

 6月 23日の慰霊の日に犠牲になった沖

縄の多くの人々を供養してあげること

が、私達生存者にあたえられた使命だと

思っております。また、遺族の方々と亡

き友の若い姿を想い浮かべながら語り合

う一日でもあります。恒久平和を願う立

場から慰霊の日を決して忘れてはいけな

いと思います。 

 

 

「閃光の中で―沖縄陸軍病院の証言―」

より転載 

の悪臭、ウジ、シラミなどがいっぱいで、

「助けてくれ看護婦さん」「めしをくれ」

「水をくれ」「家に帰してくれ」等とあち

らこちらで叫んでいた声を昨日のように

今でも思い出す時があります。当時は看

護婦として十分な看護もできずに悲し

く、胸をちぎられる思いで泣く時もあり

ました。傷の消毒や包帯交換をしてあげ

た時の患者の気持ちよさそうな目、壁に

もたれてウトウトと安らかに眠っている

顔が、昨日のように浮かんで忘れること

はできません。 

 空、陸、海と戦火はますます激しくな

り、南風原から南部への移動命令が下っ

て、現在の「ひめゆりの塔」の壕に最後

は落ち着くようになりました。 

 南部に移動してからは、ほとんど食物

はなく、夕方になると、食べ物さがし、

水汲みと、生きるために精いっぱいの生

活をしました。当時の女学生の場合、解

散命令は出たものの、誰一人として解散

せず、御国のために最後まで頑張って軍

と共に行動したいという意志が強く、多

くの犠牲者が出たと思います。当時の教

育はそれだけ御国のために一身を捧げて

つくすことを使命にしていたと思いま 

 儀間 千恵 様 
 管理人さんの声が大好きです。南風原の暖

かさが伝わってきます。文化センターや 20号

壕、ガイドさんたちと出会って、世界中には

えばるファンが増えるといいですね！ 

お便りのご紹介 

田中 剛 様 
馳せ参じてお手伝いしたい気持ちから、心

だけはすでに南風原へ飛んでおります。毎月

ガイド通信が届くのを楽しみに、今は神奈川

県から応援中・・ちばりよー！！ 

 

✿意見交換会開催 

日時：3/25（日）17 時半～19 時半 

場所：南風原文化センター 研修交流室 

✿沖縄戦を知るピースウォーキング 

嘉数高地から前田高地まで 

日時：4/1（日）9 時集合 14 時解散予定 

集合場所：バークレー 参加費：500 円 

懐中電灯必要   受付締切：3 月 26 日 

✿県による「住民虐殺」「慰安婦」の記述削除 

   について緊急学習会 

日時：3/17（土）18 時～20 時半 

場所：教育福祉館 ３F 


