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第 49 号 

 

沖縄の麗しき蒼い空には、爆弾 
を積んだヘリや戦闘機が飛び交 

い、亜熱帯の花々が咲き乱れる地 

上では、騒音が激しく、時には銃 

弾も飛び交います。そしてアメリ 

カ兵による事件や事故も後を絶 
ちません。大多数の軍用地は、 

未だ私たちのもとへ還ってきて

はおらず、そして私たちの「声」

すら聴かずして政府の都合によ

って政策がすすめられ,私たちの

主権さえゆがめられております。

果たして、私たちは本当に「還っ

て」きたのでしょうか。 

そしてもし「還った」のであれば、

本当に「還って」良かったのでし

ょうか。 

 今、その問いを私たち自身が考

え、答えるべき時にきています。 

 平和で豊かな暮らしを真に実

現するために、私たちウチナーン

チュは、「自由」と「平和」の信

念を維持し、二度と悲惨なイクサ

世を起こさないために、このウチ

ナーンチュの心である「平和憲

法」を守り、世界に向け、発信・

普及していきましょう。 

 そしていつか、この憲法と、憲

法９条が「憲法のグロ―バルスタ

ンダード」となるように、憲法の

精神であるそれぞれの人の「個

性」を生かして実現していきまし

ょう。  

     

なった沖縄の国民に、同じ日本人として、

謝りたい気持ちが一杯となった。 

６４年も経た前のことだから、今さら

沖縄の人々の気持ちがどう変わっている

かもわからない。しかし、今倉先生の書

かれた１ページ、１ページの文は私の心

の中に沖縄の方々が味わった苦しみ、悲

しみ、涙と血と肉片を散らしていったそ

の土地に行き、当時を思い浮かべながら

想像してみるだけしか出来ないが、どこ

を逃げまどい、どこに隠れ、どこで命が

果てたのかは、同じ道を歩けば、自ずと

その苦労が分かるかも知れないと考え

た。 

この沖縄戦８３日間巡礼の旅は、仏心

のない私にとって、四国８８ケ所を巡る

よりは余程価値ある行動とも思えた。幸

い図書館で見つけた「沖縄戦の戦い」の

文献には米軍が沖縄島に上陸し、摩文仁

の丘で戦闘が終わる迄の８３日間の足取

りが書かれていた。 

この本を参考にすれば、その日、その

日の行動計画が作成できる。 

歩くことは登山で鍛えた足があったの

で、それほど心配はなかったが、一日の

終わりの宿は毎日、民宿、ホテルを泊ま 

 

去った 4 月 8 日、4 回目となる 

喜屋武のシマ歩きを実施いたしま

した。今回は、これまでのシマ歩

きで感じた改善すべき点をもと

に、再構成した説明資料とシナリ

オで実施することにしました。 

事前に予行演習ができず不安な

部分もあったのですが、当日は赤

嶺敏昭さんと赤嶺勉さんがフォロ

ーしてくれて、大きな問題もなく

終えられたことに、ひとまず安心

しています。説明資料の練り直し

のために写真素材を提供していた

だいた文化センターと、本番で助

けていただいたダブル赤嶺さんズ

には、この場を借りてお礼申し上

げます。 

 

 

 
 

 ２０１２年３月２９日に２０号壕の見学

に訪れた北海道の竹本さんからガイドの大

城律子さんへ下記の原稿が託されました。 

ご本人さんの了解のもと、今月号と来月号

の２回にわたって、託された文章を紹介した

いと思います。 

竹本 勝                              

初めに 

平成１９年３月、小学校時代の担任であっ

た恩師、今倉松男先生（９１歳）が、１９４

５年４月～６月にかけて戦われた太平洋戦

争最後の日本守備島沖縄戦の詳細ないきさ

つを８年間にわたってまとめられ「歴史に学

ぶ」（オキナワ戦跡巡りと慰霊の旅から、沖

縄戦の実相を追う）を自費出版され、その一

冊が手元に戴いた。 

読み進むうちに自分自身、沖縄戦に対して

何と無知であったことを恥ずかしく思い、自

らに怒りを感じた。それと同時に、これほど

丹念に調査され、一冊の文献に表した先生の

努力と、ひとたび戦争が起きると我々国民は

虫けらの様に扱われる事実に、戦争の犠牲と 

 

また、シマ歩きに参加してくだ

さった方々の中に、照屋の織物工

房の方がいらして、かすりの道に

ついてご指南いただいきました。

これまで、琉球かすりについて「専

門的で難しそう」と喜屋武のかす

りの説明について敬遠してきまし

たが、戦後の焼け野原から琉球か

すりの復興に尽力し、南風原町を

かすり生産の中心にまでにした職

人さんたちのお話はとても魅力的

です。 

喜屋武にも、きれいにあしらわ

れたかすりの道や、染め工房があ

りますので次回からはこちらも案

内のコースに入れたいと思います 

今回のシマ歩きはこのような意

味でも、私にとってよい機会とな

りました。 

 

(ガイドの会 嘉数 聡) 

 

 

 

南風原文化センターで特産品

紹介コーナー担当の傍ら平和を

考える青年！金城君が「第 9 回平

和と憲法を語る集い」でアピール

宣言をしました。 

下記に紹介したいと思います。 

 

        金城 実倫 
 

沖縄が日本に復帰して今年で

40 年になります。 

 あの頃、私たちウチナーンチュ

は、「平和憲法のある日本に還る」

ことを夢見て、日本復帰を実現し

ようとしました。平和的生存権や

国民主権、基本的人権の尊重など

ほとんど存在していなかったこ

の島に、初めてこれらの権利を獲

得することは、何よりもウチナー

ンチュの悲願でした。この憲法の

条文を一つひとつ見ていくと、そ

れは「ウチナ―らしさ」があふれ

たウチナーンチュのバイブルの

ような価値観がそれぞれにじみ

出ております。つまり平和憲法は

「ウチナーンチュの心」と一緒な

のです。そのような平和憲法が、

沖縄に「還って」きて 40 年・・・・・。 

 
 

り歩いては莫大な金がかかるし、当時の

沖縄難民は壕やガマに隠れながら、その

日を過ごしていた環境だったのだから、

自分も出来るだけ同じ条件下の生活で

と、一人用テントを買い求めた。食事は

一応自炊のつもりでガスバーナーやフ

ライパンを用意していったのだが、田舎

では中々ガスボンベが手に入らず、暑さ

で食材が持たないこともあり、あきらめ

てもっぱらコンビニ弁当と弁当屋さん、

それに安い食堂を利用し、一週間に一度

だけ、民宿やレストハウスに泊ま 

り、汚れた衣類を洗濯し、休養を 

取ることとした。かくして 

２００９年３月３０日（月） 

私は札幌市藻岩山の中腹にあ 

る自宅を出発し、沖縄へと 

向かった。 
 

※この続きは 

来月号でご紹介。 

 

第9回

平和と憲法を語る集い
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発信する場として、さらに広がりを持った平

和団体として発展されるよう祈念します。 

2012 年４月 27 日   

浦添市 50 代 男性 

 

✿沖縄の人たちの犠牲の上に日本の繁栄

がある。基地を追放して、沖縄の平和一・そ

れが基地闘争していい現地の人たちに対し

ての義務である。 

2012 年 4 月 19 日   

北海道 80 代 男性 

 

 

春はまだかな～と待ちわびていたのに

気がつけばもう梅雨入り。エ～ッとびっ

くりしている間に、大切な壕の中にも小

川!?が出来る様に水が浸みこんでいます。 

「足元、気をつけて下さいね」と、お

客さんに声かけながら、こんなひどい状

況の中で頑張った先輩方の御苦労を実感

し、平和へとつなげて欲しいなと思いつ

つ、今日もユンタク ヒンタクの花を咲 

かせている私。 

その近くでは「くちなし」の花が静か

に美しく咲いております。            

（平良美智子） 

 

 

 

     

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

                                    

～ 事務局長より ～ 
【多数のご参加を待っています。】 

風薫る新緑の中の、ヤシの葉のなびきに

魅せられながら「会員、理事の声をどう反

映しようか・・・」等々を思案。新年度の

総会準備やスタート早々のマップ・冊子完

成祝賀会を議論した理事会で、ベターな形

の設定ができたかと思います。是非、ご参

加頂き、隅々まで声を届かせてくださる事

を願います。 

そして、祝賀会では、お世話になった

方々に感謝し、嘉利(カリー)をつけて我が

ガイドの会の発展へ直進！！ 

 （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。 

 

 

 

✿ ５月の予定  

✿字津嘉山 シマ歩き 
5/20(日)13時集合 

Ａコース：集落の北側 

5/27(日)13時集合 

  B コース：集落の南側 

✿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 

      (企画ホール) 

✿マップ・冊子完成祝賀会 

日時：5/27(日)18時～ 

場所：南風原文化センター 

      (企画ホール) 

Ｑ：１９号・２０号・２１号は、なぜつな

いだのですか？ 

Ａ：日本軍には壕の構築マニュアルがあって、 

入口を多数つくることにより落盤や敵に攻めら 

れた時に、どこからでも脱出できるように指示さ 

れていました。 

 

Ｑ：壕の穴を掘ったのは何人くらいですか？ 

Ａ：最前列には昼夜を問わず交代で、３人の人 

がいて、ツルハシで土を掘る人、その土を容器 

に入れる人、そしてその土を外に運び出す人とい

う、役割があったそうです。 

しかし、壕が長くなればなるほど、手渡しでバ

ケツリレーのように土を外に出したり、トロッコ

を使ったりしたようです。 

 

Ｑ：なぜ手術室を真ん中にしたのですか。 

そして真っ暗な中で手術は出来たので

すか？ 

Ａ：真ん中は十字路で広く、医師や看護婦、衛 

生兵などが多く入ることができるためです。いく 

つかの壕で手術をしていますが、手術設備が比較 

的に整っている壕では、ランプなどの明かりを用

いて施術をしたそうです。 

しかし、設備のない壕では、ランプもないた 

め、昼間に危険を承知で外の明かりが入ってくる

壕の入り口近くで手術をしたそうです。 

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（後編） 

     衛生兵 宮城正喜 

６月１９日、病院は解散命令が出て私一

人は山部隊に転属となった。米や缶詰持参

の衛生兵の私は歓迎されてホッとした。し

かし翌朝、数名の排泄物を処理するように

言われ、今まで世話になった部隊なら辛抱

できたが、今後どんなことをさせられるか

分らないと思い、壕へ戻らない決心をした。 

誰もいない小さな壕の中に一人でいると

き、将校がくり舟に乗ったまま海上で自決 

するのを見たが、今考えると牛島中将の

自決を聞いてあのような決断をしたので

はないかと思う。２２日は雨が降ってす

っかり濡れてしまい、階級章をとった上

衣を干して寝ているところを米兵に呼び

出されて捕虜になり、名城海岸にトラッ

クで運ばれた。あの激しい砲撃の中から

こんなに沢山の住民が助かっているのに

はびっくりした。 

受付をする米兵の私に対するチェック

はきびしかったが、年齢１８歳、職業漁

夫で通したため、収容されていた４人の

女性と一緒に北部の金武村（戦後宜野座

村）惣慶の開墾部落の、食糧がない所に

収容された。小さい頃よりの海人の経験

を生かし、漢那の海に魚でもと思って行 

  

  

 

 斉藤 光枝 様  
私は観光ガイドの頃の平和発信より、 

今現在の平和ガイドとしての平和発信の方が

切実に受けとめて伝えています。  

（八重瀬町)   

 

豊里 太 様 
貴ガイドの会のご活動に賛同し、陰ながら

応援しています。 

益々のご発展を祈念いたします。 

     (那覇市 公務員) 

 

 

✿ ６月の予定  

✿字宮平 シマ歩き 

  6/10(日)13 時集合 

✿沖縄そば作り体験 

 6/17(日)14 時～ 

✿黄金森周辺案内 

 6/23(土)15 時～17 時 

    (集合 14 時半) 

✿舞踊体験 

日曜 4 回コース 

6/24  7/1  7/8  7/15 

 

 

 ✿「南風原平和ガイドちゅーしん」は、毎回、

郵送での到着を楽しみにしております。 

 レイアウトがシンプルであり文字の大きさも

大きく設定されており、大変読みやすいで  

す。平和ガイドとしての役割は大変大なるもの

と私も認識している所です。 

 所属する団体を乗り越え「ここで何があった

のか、沖縄の平和を訴えること、発信すること」

は、それぞれの立場で沖縄人、一人一人の使命

だとも思います。 

 平和ガイドの存在によって沖縄の戦跡が、た

だの沖縄観光地めぐりでない、慰霊の場として、

過去の悲惨な歴史証言の語り部として、平和を 

 

ったところで再び米兵に捕まえられてし

まった。 

その後町役所より私の戦死通報と遺骨

受領をするようにとの連絡があって驚い

たが、階級も上等兵に進級していた。 

あの時の初年兵は何人生存しているの

かはっきりしないまま４３年が経過して

いる。北中城村中村喜英さんは毎年年賀

状を送ってくれるし、戦友である久米島

の佐久田、赤嶺、山城の各氏には６月２

３日の慰霊際で会うのが楽しみである。 

 

「閃光の中で―沖縄陸軍病院の証言―」 

より転載 

 

広
報
部
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。 

新
聞
作
り
に
少
し
で
も
関
心
の
あ
る
方
、
ま
た
パ
ソ
コ
ン
を 

上
達
し
た
い
方
は
是
非
ど
う
ぞ
！ 

お
待
ち
し
て
ま
～
す
。 

急募！


