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第 48 号 

んな状況を考慮する事。「資料を

用意すればもっと分り易いかっ

たのかも・・・」と反省ばかりで

す。 

次回はよりステップアップで

きるようにと叱咤激励している

ところです。 

黄金森とその周辺に残る戦跡

と史跡は、悲惨な沖縄戦を物語っ

ています。平和を願い、後世に伝

える場です。多くの自然が癒しに

なり優しく包み込んでくれます。 

皆で大切に護っていきたいで

すね。  

(ガイド 大城律子） 

持って 20号壕に。平和学習の

お礼だそうです。平和の広場で

の贈呈式では、各クラスの代表

が平和への思いを、しっかりと

語ってくれて感動しました。す

ばらしい生徒さんたちに出会

えて嬉しい週でした。 

①文化センター上地さ

んより、３月いっぱいで

切れる「ふるさと雇用再

生事業」と「一括交付金」

を利用した「ガイドの

会」事業の予算獲得見通

しについて。 

②１月からたちあがっ

た「地域観光まちづくり

推進室」と県内各市町村

にできつつある「観光協

会」の動向について 

③「シマ巡り」関連につ

いて 

④「還元金」について 

⑤事務局体制について 

などが話し合われた。な

お会議の詳細について

は、２８ページにも及ぶ

議事録が作成されてい

るので、それを参照にし

て欲しい。                             

（記録係 安仁屋真孝）   

今年度最後のならゆん会（学習

部会）の学習会「久米島史跡・戦

跡めぐり」に参加した。３月 14 日・

15 日の１泊２日で講師は「久米島

の戦争」の編者である徳田球美子

さんである。 

３月半ばとはいえ小高い丘に登

れば風も吹きすさび小雨もぱらつ

き寒い寒いといいながらみんな熱

心に島の中をかけめぐった。現在

は有名な球団が毎年キャンプにく

るという緑が豊かで風光明媚な名

所旧跡のたくさんある美しい島

だ。しかし 67 年前にはアメリカ軍

が久米島に上陸した。６月 27 日か

ら８月20日まで日本軍による住民

虐殺が行われ、赤ちゃんを含めて

20 人がスパイ容疑で殺害されると

いう事件があった。殺害リストに

は９家族 40 人の名前があり、その

中には徳田さん一家も入っていて

実行されれば徳田さんはわずか 10

年で人生を終えるところだった。 

１日目は久米島博物館、宇江城

城址、鹿山隊の壕、上田森、具志

川国民学校跡、上江洲家、山里殿

内、ウフグシクチジの壕、大田昌

秀氏の生家、谷川一家の住居跡・ 

標題をテーマにした学習会が３月

17 日（土）教育福祉会館で行われた。

会場は主催者の予想をはるかに上回

る 250人もの聴衆で埋め尽くされ熱

い論議に聞き入っていた。 

最初に「研究者による史実からみ

た慰安婦・住民虐殺の問題として」

を県史編集委員の大城将保さんが講

演をし、次に「第３２軍司令部壕説

明版検討委員会」の委員である新城

俊昭さんが経過を報告した。三番目

に司令部壕にいた元学徒兵であった

渡久山朝章さんが生々しい体験を証

言し、最後に集会アピールを採択し

た。主催は県内の平和ガイド 10 団

体の実行委員会。 

私達「南風原平和ガイドの会」は

記者会見での理事長発言、会独自の

チラシの作成、配布でその存在感を

アピールし高い評価を受けた。 

ガイドの会 安仁屋真孝 

殺害現場等、２日目は喜久村家の

壕、仲原善忠の生家、比屋定バン

タ、タンジャミ、ミーフガー、具

志川城址、ヤジャーガマ、君南風
チ ン ペ ー

殿

内、五枝の松、重要文化財上江洲

家住宅、痛恨の碑、北原虐殺現場、

畳石、バーデンハウス等で盛りだ

くさんだった。なかでも印象的だ

ったのは山の兵隊がいたという宇

江城城跡は戦後から復帰まではア

メリカ軍のレーダー基地、復帰後

は航空自衛隊の通信基地となって

いて今も昔も山には兵隊？がい

る。住民虐殺を記した痛恨の碑は

畑のなかにあって周辺にはたくさ

んの野生のグラジオラスが繁茂し

ていた。２日間運転手をしてくれ

た比嘉正明さんが最後に案内した

場所はアーサのある海岸。大人８

人は童心にかえってアーサ狩りを

楽しみ、桜並木のトンネルを走り

途中サクランボをつまみながら空

港に直行し久米島を後にした。 

徳田さんはあと１日あればと何

度もつぶやいていたので是非次回

も企画していただければと思う。 

 

(ガイドの会 太田玲子) 

３月１８日（日）に、「黄金森

周辺を歩く」のガイドを行いまし

た。参加者は５人、慰霊祈和乃塔

から、２４号壕迄。その間 2 時間

弱でした。２０号壕での案内と違

い、一つ一つの場所での説明が長

くなります。中身のあるガイドを

するには、学んで知識を高める事

然り、わかり易く説明するには、

沢山の知識を言葉で継ぐ難しさ

があります。参加者の反応も気に

なり、責任の重さを感じます。 

「聞きづらい所があったので

マイクを使った方が良かったの

では？」との感想もあり、いろ 

3 月 19 日朝 9 時過ぎ、ほう

きを持った翔南小学校４年生

（現 5 年生）95 人と先生３人

が黄金森を訪れ、20 号壕から喜

屋武へつながる出口までの遊

歩道をきれいに掃除してくれ

ました。帰りがけには「来年度

は 20 号壕の見学に来て沖縄戦

を学びます」と挨拶。楽しみに

待っています。 

続いて 23 日、今度は５年生

（現６年生）81 人が可愛い春の

花を植えたプランターを９つ 

３月 25 日（土）「南風

原平和ガイドの会」の意

見交換会が行われた。今

年度を振り返りながら、

次年度の活動へ向けて

の大事な意見交流の場

として設定された会で

あったが、年度末という

繁忙期のためか、出席者

数は 13 人という少人数

にとどまった。しかしな

がら、出席者の熱心な発

言が相次ぎ、議論は予定

時間をはるかにオーバ

ーし３時間にも及んだ。

内容によっては、白熱し

た議論も展開されたが、

終始なごやかなムード

で会議は進行していっ

た。 

会議の概要は次のと

おり。 

 

４月１日、沖縄にアメ

リカ軍が上陸した日に合

わせて、ピースウォーキ

ングが行われました。（主

催 ピースウォーキング

実行委員会）参加者は、

８才～８０才までの５６

名で、その内「南風原平

和ガイドの会」と「はえ

ばるユースの会」より 18

名の参加でした。 

 まず、嘉数高台では、

アメリカ軍の上陸地点と

普天間基地の説明を受

け、その後チヂフチャー

ガマ、嘉数野戦病院壕跡、

前田高地戦跡と続き、前

田高地壕群まで歩きまし

た。 

 日本軍は米軍を引き込

み、持久戦に持ち込む作

戦をとった為、想像を絶

する激戦地となったそう

です。最後に「ガマフヤ

ー」代表の具志堅隆松さ

んのお話では「今、壕な 

どの戦争遺跡が宅地造

成等でどんどん消失し

ている。戦争体験者も

高齢化する中、どう戦

争の事実を伝えていく

かが大きな課題です。

考えるだけでなく行動

しなければならない」

と強調されました。平

和ガイドとして自分に

できる事をやっていき

たいと思いました。次

の企画もあるそうなの

で、次回もぜひ参加し

たいです。ありがとう

ございました。 

 

(ガイドの会宮城弘子) 
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✿3 月 20 日、親子 3 名で見学させ

ていただきました。 

 本来であれば予約が必要だった

にも関わらずご対応いただきあり

がとうございました。 

 沖縄戦跡は各所を訪問しており

ますが、貴所の訪問ははじめてで

す。 

各地を何度訪問しても、お話を伺っ

ても想像もつかないことがあった

のだと、ただ頭をたれるばかりで

す。南風原文化センターの展示は本

当に見応えがありました。みなさん

の努力に敬意を表します。 

 また来年伺いたく存じます。どう

ぞよろしくお願いします。 

2012 年 3 月 26 日 50 代女性 

はじめまして、こんにちは！ 

4 月 1 日から壕管理人になりました、赤嶺みゆき

です。3 月まで働いていた文化センターより移動し

てきました。地元・南風原町で働けることもうれし

く思っていましたが、壕で働くというとても貴重な

経験ができることにも、ドキドキしています。 

管理室からガイドさんが見学者の方々へ 20 号壕

のことや沖縄戦について説明している姿を見てい

て、ガイドのみなさんの想いの強さに、心打たれま

す。つねに学び、発信していく大切さ、そして事実

を知ることの大切さ。毎日良い刺激を受けながら、

働かせていただいています。 

学びの場として、利用されるみなさんが気持ちよ

く利用できるよう、私自身も勉強しながら、この一

年頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお

願いします。（赤嶺みゆき） 

 

                                          

 

～ 事務局長より ～ 
 ふるさと雇用再生特別事業の閉幕を目前にし

て開始当時を振り返ってみると、いろんなこと

が走馬灯のようによぎります。目的達成をして

成果もありました。が、課題も山積されていま

す。会発展のためには、平和発信はもちろん、

充実な事業展開、会員個々の物心両面の豊かさ

を図り、そして、地域の発展の架け橋になるよ

う皆さんのご意見を真摯に受け止め、更なるご

協力を得て、理事長を先頭に会員一丸となって

頑張っていきたいと思っています。 

雇用再生特別事業展開中、お世話になった皆

様に、心からお礼を申し上げます。NPO 法人と

して組織は継続されますので、これまで以上、

可愛がってくださるようよろしくお願いしま

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。 

 

 

✿ 4 月、5 月の予定 

✿字宮城 シマ歩き 

4/22(日)13時集合 

 

✿字津嘉山 シマ歩き 

5/20(日)13時集合 

5/27(日)13時集合 

 

✿2012(平成 24)年度定期総会 

日時：5/22(火) 18時半～ 

場所：南風原文化センター 

✿マップ完成祝賀会 

日時：5/26(土)18時～ 

場所：南風原文化センター 

Ｑ：飯上げの道の、遊歩道から山頂までは当時の

ままだと考えていいでしょうか。 

 

Ａ：現在、飯上げの道はうっそうとした木々の中

を通っていますが、当時の黄金森はこのような森

ではなく、カヤ毛が繁る草原だったようです。大

きな木は点在する程度だったと聞いています。 

しかし 20号壕（現入口）と 21号壕（入口近くの

トイレ）の間は木が茂っていたとも言われていま

す。 飯あげの道は、当時の里道とほとんど重な

っています。ですから戦争前は、住宅地から離れ

ている畑に行くためのハル道グァーだったので

す。喜屋武の住民たちには慶原にある畑への近道

だったようです。 その里道を陸軍病院は飯上げ

の道に利用していたのです。 

連載「閃光の中で」 

   沖縄陸軍病院の証言 

     戦死通報と上等兵への進級 

     衛生兵 宮城正喜 

昭和１９年４月、沖縄陸軍病院教育科（科

長軍医大尉仲本奨英）で６ｶ月間衛生兵とし

ての訓練を受けた後、４６人は陸軍病院（球

１８８０３部隊）に配属された。４６人を代

表して私が病院長に申告したが、私供初年兵

はほとんど丙種合格者で総体的に小柄であ

った。 

敵が沖縄上陸を避ければ下士官候補として

台湾派遣部隊へ転属するところであったが、

そのまま教育科勤務をすることになった。 

 そこは同じ一等兵でも万年一等兵と言わ

れている古参兵が多く、年齢もばらばらであ

った。米軍上陸後一カ月程して他部隊に配属

されていた小波津朝忠が中城湾を泳いで上

陸して帰還したが、詳細を聞く機会がなかっ

た。（彼は同郷の糸満の漁夫で泳ぎはお手の

ものだった） 

私は、暫くは上司の病気の介護を命ぜられ 

詰と手榴弾二個にして疲れない程度持つ

ことにした。雨期の山川の道路は泥濘がひ

どく、路上に多くの住民、兵隊が並んで死

んでいた。死体はふくれあがってまるく黒

く腐っていた。私も死ねばあーなるんだと

思うだけで何の感情もなかった。 

 ６月の山城は艦砲の音もなく、のどかな

田園風景が展っていた。畠に取り残された

小さいキャベツを拾いに出たら、畑の隅に

カマスに入った食塩があった。皆でかつい

で来て缶詰とキャベツを味つけして久し

ぶりに皆腹一杯食べたが、後で気がついた

ら塩でなく肥料と分かった。しかし腹痛や

下痢をする者がいなかったので毒ではな

かったとホッとした。 

残ったものはカマスのまま壕の外に捨て

たが、翌朝誰かが持ち去っていた。 

(次号に続く) 

 

「閃光の中で―沖縄陸軍病院の証言―」よ

り転載 

ていたが、その後第一外科のロの五号（現

悲風の丘の碑の後にある）の壕堀りをす

ることになった。 

 ２０年５月末頃、南風原より南部撤退

するようにと命令が出て、各人手榴弾一

個ずつを渡された。撤退後、山城の本部

壕にノブ武班長と共に命令伝達に行った

時、手術場勤務の長田婦長と奥松看護婦

は病院長命令で南風原の壕内にある器具

機材を取りに戻ると聞き、「看護婦さん方

は軍属だから無理をするな、私供が取っ

て来るから」と忠告したが聞き入れてく

れず、結局四人で行くことになった。与

座付近では至近弾にあったが、石垣の塀

にしがみついて難をのがれた。山川より

入って黄金森へあと５００ｍというとこ

ろに来てノブ武班長と長田婦長が負傷し

奥松看護婦が処置してくれたが、班長は

戦死された。 

 宮原軍曹、橋口上等兵と壕内に待機し

ていた十数人の兵と共に持てるだけの小

銃、弾、缶詰、米等を持つようにと命令

された。沢山持って行きたかったが、缶 

 金城 正明 様 
 「シマ歩き」お気に入り！ 

地域を知ることは、知的財産が豊富になるん

ですよ。マジュン、アッカナサイ！ 

お便りのご紹介 

(社会福祉法人 育成福祉会 事業推進広報室 室長) 

伊禮 照夫 様 
南風原平和ガイドの会とは「ふぇーばる物産展」開催をきっかけに、

福祉協力団体としてお付き合いさせて頂いています。今では障害者の作

品紹介で大変お世話になっており感謝致しております。これからも皆様

のご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

✿会員のうれしい消息！！ 

 

＜大学合格＞ 

 ✿比嘉 真吾くん 

(北陸大学薬学部薬学科) 

 

＜高校合格＞ 

 ✿親泊 南海
な み

さん(向陽高校) 

 ✿田中 美麗
み れ い

さん(首里高校) 

 ✿玉村 綾
あや

香
か

さん(知念高校) 

 

✿沖縄南部の遺骨収容に参加し 15

回目。今回はひめゆり学徒隊のたど

った道を巡り、大道小学校から荒崎

海岸まで行きました。途中で 20 号壕

に立寄りました。2 回目でしたが、

訪れると暗闇から何か伝わってくる

ように思います。今度は周辺をゆっ

くり巡りたいです。 

2012 年 2 月 27 日 70 代女性 
✿壕の中へ案内され、非常に暗い中、

沖縄戦当時の住民、軍人、学徒隊の

方々の苦労を肌で実感できました。

私の任務や今後の人生に大きな影響

をもたらしたと感じております。今

後も一方的でなく、幅広く“平和”

について学べる施設であってほしい

と願います。 

2012年 男性 

 


