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 第５１号 

インズの「みかんの花咲く丘」も

会場を沸かせた。会場には約２０

０人が来て下さり、音楽家の太田

美智彦さんの音を操るような演奏

が、会場のみなさんを釘付けにし

た。代表曲の「あなたに逢いたい」

は、本人が生まれて１２時間後に

亡くなられたお母さんへ思いをつ

づった曲。覚えていないお母さん

のぬくもりをたどるような思い

は、被爆して亡くなられた多くの

人たちへも通じるようであった。   

(文化センター 平良次子) 

    

 
  

 

   

 

 

 

 

  

ウチナーンチュは心の痛手を胸に秘めな

がら、荒廃した地を自分達の故郷に戻す

ために動きだした。土に埋もれた何万と

いう遺骨を拾い集め、塔を建て、ウチナ

ーンチュや軍人や朝鮮人民の区別なく、

皆、一緒に葬った。それに倣い沖縄戦で

犠牲になられた内地の遺族達も、次々と

沖縄の地に塔や碑を建立する。 

そして沖縄戦終えんの日といわれる６

月２３日。全国から内地人が亡き父、夫、

息子、孫に会いに来て、塔や墓碑の前で

慟哭する。 

私は言いたい。そんなに哀しみ、そん

なにいと惜しみ、そんなに残念に思うな

ら、なぜ貴方方は愛する人を戦場に送っ

たのか？と。すると異口同音に、「当時の

情勢じゃ仕方なかったんだ」と言う答え

が返ってくる。本当にそうなのだろう

か？本当に仕方なかったのだろうか？一

人の力なら仕方ないかも知れない。しか

し、こうなって見て、余りにも戦争とい

う魔物の恐ろしさを感じるのは私だけだ

ろうか？ 

もう少し勇気があったなら、もう少し 

6 月 23 日慰霊の日に南風原

の沖縄戦をみていこうという

南風原文化センターの呼びか

けに、梅雨明け当日という蒸

し暑い日にも拘わらず 41名の

参加者が集まりました。出発

前に南風原文化センターの上

地学芸員から、慰霊の日に黄

金森周辺戦跡ガイドを催す趣

旨と行程、熱中症への注意の

説明がなされました。始める

前に 67年前のアジア太平洋戦

争沖縄戦で犠牲となられた 20

万人余の戦没者の霊を慰める

ために 1 分間の黙とうをしま

した。 

私と理事長の赤嶺敏昭さん

がガイドを担当する事にな

り、いわゆるトシ―＆トムの

迷
・

コンビ復活です。私トムが

基本ガイドをして、理事長の 

トシ―が補足説明をするとい

うパターンで進めて行きまし

た。 

慰霊祈和之塔、南風原国民学

校跡、第 3 外科壕跡、第 32 軍

司令部津嘉山壕群跡、炊事場

跡、飯上げの道と進めて行き最

後は、学童疎開の碑です。参加

者の中から元気そうな若者を

指名して碑文を読んでもらい

ました。最後は、理事長挨拶が

なされ、参加者の労をねぎらい

無事終了しました。また、当日

は南風原文化センターが無料

開放ということで文化センタ

ーに誘導して解散となりまし

た。参加者の皆さん、暑い中、

本当にお疲れ様でした。皆様の

平和を願う熱い思いが伝わり

ました。          

（南風原平和ガイドの会 

 赤嶺 勉） 

台風 4 号が沖縄に近づき天気

を心配している頃、67 年前に広

島で被爆し、調律師の矢川光則さ

んによって、よみがえったピアノ

は神様が力を貸してくれたのか、

台風の合間を縫って無事到着。平

成２４年度文化庁のミュージア

ム活性化事業の補助を受け企画

した「被爆ピアノコンサート」。

ガラスの破片が刺さった傷跡も

残るという。戦争を乗り越えてき

た人は、その体験を語る。ピアノ

は…？その音を聴きたくてみな

さまにご披露することになった。

翔南新体操クラブが花を添え、は

えばる Youth 制作の「平和のた

め～沼田鈴子の物語～」 

の映像紙芝居も紹介した。 

北丘小学校の林嘉欣(り 

ん かよ) さんの上手な 

演奏、女声コーラスウ 

 

 
北丘小学校の     → 

林嘉欣(りん かよ)さん  

によるピアノ演奏♪ 

 

 

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ご本人さんの了解の

もと、託された文章の続きをご紹介したいと

思います。 
 

竹本 勝 

ウチナーンチュの心 (２) 

軍国主義にマインドコントロールされ、捕

虜に成る位なら、手りゅう弾で自爆するか、

青酸カリ服毒か首吊りかなどを強い、捕虜に

なれば米軍に戦車でひき殺され、女子は裸に

され、なぶりものにされて殺されると脅した

のだ。ところがどうだろう、あえて捕虜とな

ったウチナーンチュは、まがりなりにも収容

所での生活を与えられ、食糧も与えられて生

きながらえたのである。病気や怪我人には、

それなりの治療もほどこされたという。日本

軍が言っていたアメリカ鬼畜説は何だったの

だろうか。言わば日本軍隊こそ鬼畜ではなか

ったろうか？ 

すべてが終わって平和が戻った。しかし、 

平和を願い、愛する家族を守り、戦争を

憎み、政治に反論する力を出せたならば、

きっと諸外国も黙殺しなかったのでは？

と考えたりもする。 

ウチナーンチュに感服するのは、こう

して沖縄の地へやって来る墓参人を温か

く迎え入れてくれることだ。内地人のほ

とんどが軍族の墓参りだろう。ウチナー

ンチュにとっては、裏切られ、騙され、

呪っても呪い切れない仕打ちをされた兵

隊達のことは、一生忘れないはずだ。出

来れば墓参りになぞ、来てほしくないと

言うのが本音かも知れない。一層のこと、

牛島司令官の塔などは、海に捨ててしま

いたい心境かも知れない。軍の命令 

を或る意味、忠実に守った人物だっ 

たとは言え、内地人の私も、こん 

な人の塔は沖縄には相応しくな 

いと思う。そんな気持ちを表す 

かの様に、沖縄の風は強く、 

沖縄の海は珊瑚礁を喰んで 

いた。 

 

(完) 
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２０１０年１２月に南風原文化センターで沖縄な

は子ども劇場の主催で上映されたのが、再度開催のき

っかけになりました。自分の犯した罪の重さを語るこ

とは並大抵なことではありません。中国で日本の兵隊

が、憲兵が何をしてきたか、どんな思いで戦中を過ご

していたのか、より多くの人に見ていただこうと思い

ました。「人が鬼になり、鬼が人に返っていく」姿を

出演の西尾瞬三さんが、リアルに表現しています。１

時間あまりの芝居とはいえ、淡々と語る事実に嘘は感

じられません。悲しい程、痛々しい程、人間の犯した

歴史が迫ってくるのです。そして、体験者の戦後の生

き方は、そのまま日本の戦後史になるのだろうと思い

ます。私達の知り得る歴史以上のものが確かにありま

した。小学生を含む約１００人程で、じっくり鑑賞さ

せていただきました。    

(南風原文化センター 平良 次子) 

 

 

          

 賛助会員のご紹介 
 

 

 

                              

連載「閃光の中で」 

          沖縄陸軍病院の証言 

             私の沖縄戦 

             衛生兵 樋高嘉吉 

私は、鹿児島県指宿郡喜入町中名某番地の

出身である。昭和１４年１２月１日付で医療

器具の特殊教育を受け、１７年１２月小倉陸

軍病院に転属、１８年５月に西部４１７１部

隊に転属を命ぜられ、鹿児島憲兵部隊の指示

に従って、出発せよとの命令がでた。丁度嘉

義丸が撃沈された当時であったと思う。西部

４１７１部隊とはいっても、西も東も分から

ず言われたとおりに乗船した。那覇港につい

て、沖縄であることを初めて知った。 

沖縄は初めてで、早速、人力車に乗って那

覇駅に行った。会った人にいろいろと部隊名

を聞いて与那原の陸軍病院であることを知

った。最終便に間に合って、世話してくれた

沖縄の人のやさしい人間性が身にしみた。与

那原駅に着くと外は暗くて道も分からず、 

  

 

２０１２（平成２４）年の５月１６日に岡山県倉敷市立船穂中学校

第三学年の皆さんが訪ねられ、【平和宣言文集】を託してくれました。    

文集の中から 2 名の生徒さんの“私の平和宣言”をご紹介致します。                                    

 

✿今私たちは平和学習に真剣に取り組んでいます。そして平和学習を通じて学んだ事があ

ります。それは二度と日本は戦争を起こしてはいけない事です。私は沖縄の戦いのよう

な、大人はまだしも子供たちまで戦争に連れてゆかれる事はとても悲しい事だと思いま

す。このような事が起きないためにも自分が学んだ事を次の世代に伝えていく事を誰も

が強く思うべきです。これからの未来に二度と戦争がおこさないようにしていきます。   

“私は平和のために自分自身が戦争を知り、学んでいます。そして戦争の悲惨さを知らな

い人たちに伝えて行きます。”       (３年 男子)  

 

✿私達は、1年生から今まで平和学習でたくさんのことを学んできました。戦争は人や人

の心まで奪っていくとても恐ろしいものだということも勉強しました。でも、戦争があ

ったからこそ学べた大切なこともたくさんあると思います。 

  今の日本は戦争もなく平和になっています。しかし、事件などが多数テレビで流れて

います。今「戦争をなくそう」から「事件をなくそう」へ変わっていってる気がします。

私はニュースなどに関心など全くありませんでした。でも、この戦争などの勉強を通し  

てこのようなことを考えるようになりました。私達は平和な世界にするためにも 

身近な事から気をつけていこうと思います。“私は今生きていることに感謝して、 

1日いちにちを大切に過ごします。”    (３年 女子)   

 

 

 

 

原病院に留守番として残された。時々広池

院長が来られて、君は古いし本土から来た

兵隊とも仲良くやってくれ、と言われた。

この留守役は中村軍医中尉以下２０名ぐ

らいであった。 

６月の末ごろ、院長が来て、君は鹿児島

だね、と聞かれた。今度鹿児島陸軍病院に

患者護送があるから一度ぐらい帰るよう

にと言われた。いろいろな海上の危険を知

っていたので気が進まなかったが、「行き

ます」と返事をした。早速いつもお世話に

なっている知人の家にゆき、軍に知れたら

大変なことになると迷いながらも一から

十まで語った。沖縄は戦場になることは確

実であると教えた。子供だけでも助けたい

というその方の親心に打たれ、僕が子供は

預かると言った。患者護送と一緒に長男

(大学入学見込み)、次男(首里一中)、三男

(小学校)の三人の子供を預かることにし

た。 

 

「閃光の中で― 

沖縄陸軍病院の証言―」より転載 

 

 

   

 

 

駅員さんが門まで案内してくれた。既に軍

隊は沖縄の要所に配置されていたが、沖縄

は未だ静かな平和な島であった。   

西部４１７１部隊は丙級の陸軍病院であ

った。三等の陸軍病院で看護婦もいなくて

患者も少なく、私の仕事もなく、医療機械

の件で沖縄県立病院に与那原から首里を経

由して毎日のように通った。１９年の初め

頃から日本の護用船がやられて、船員がよ

く入院していた。 

 三月ごろ、元台北陸軍病院炊事班長の戦

友が突然私を尋ねてきた。いろいろ聞いて

みたら「潜水艦にやられて那覇に収容され

ている。軍刀の手入の油をもらいに来た」

という。その時に軍の秘密をいろいろと語

ってくれた。港を出ると、潜水艦がウロウ

ロして魚みたいにいる。もう日本の制海権

は取られたのと同様である、と言われた。

この時に私は日本が負けることを知った。  

６月１日に与那原病院(中城湾要塞病院)

は那覇市の開南中学校の球１８８０３部隊

に移り、第３２軍の下に入った。私は与那 

     7 月の予定         

✿かすりロード   

7/18(水)15 時集合(15 時半出発)   

✿兼城のシマ歩き 

7/22(日)15 時集合(15 時半出発) 

※会員の勉強会も兼ねていますので、 

多くの参加をお待ちしております。 

       ８月の予定        

✿津嘉山 B コースシマ歩き 

 ８/12(日) 9 時半集合(1０時出発) 

✿ストレリチア(草木)染め 

８/18(土) 10 時～ 

✿大名のシマ歩き 

８/19(日) 9 時半集合 

✿安全管理ﾆ関する講習会(20 号壕の内外) 

 ８/８(水)９時～講師:上地克哉氏(壕集合) 

✿講演会「渡嘉敷島の沖縄戦」 

８/８(水)10 時半～ 文化センタｰで 

✿「渡嘉敷島の沖縄戦ツアー」 

 ９/9(日) ８時半～ 泊港集合 

  講師＆案内：源 啓美氏 

 

長い梅雨と祈りの月が過ぎ、よ

うやく沖縄らしい季節到来です。

「待ってました」とばかりに歌い

だしたセミのコーラスに誘われて

土、日曜ともなると虫取り網を手

にした子供達がやってきます。 

汗をかいた子供達に涼しい風を

送る黄金森の自然、そして一緒に

セミや昆虫探しをしながら、平和

の大切さをさりげなく説くガイド

さん達。なんともほのぼのとした

光景です。 

私達を幸せにしてくれるのは基

地や最新鋭の戦闘機ではなく、や

っぱり自然の懐だと強く感じさせ

られる日々です。 

(ガイドの会 平良 美智子) 

 

 

野原 広栄 様 

～更なる活躍を～ 
私が平和ガイドの会に賛助会員とし

て入会したのが２ヵ年前で、今までは沖

縄戦や地域の歴史に余り興味を持って

いませんでしたが、赤嶺理事長と会う度

に歴史や文化について情熱的な話を聞

いている内に興味を抱く様になりまし

た。 

今では久米島戦についての講演会や

シマ歩き等にも参加させて頂き、大変勉

強になっております。各部落のシマ歩き

ガイドブックの発刊で、より充実した活

動が出来ています。 

今後とも沖縄戦や歴史文化を後世に

伝える為に事務局長を中心に皆様が 

活躍される事を心から期待して 

おります。   (南風原町) 

 


