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 第５３号 

 そういった、各々の想いを熱弁された

諸氏の中に、南風原町女性連合会々長で

あり、南風原平和ガイドの会々員でもあ

る、大城逸子さんが名を連ねられていた

ことは、ガイドの会として、とても喜ば

しいことでした。 
 町民大会前日、本番での発声を良くす

るため、公園で筋力トレーニングをして

きたと、気合い充分の逸子さん。ご自身

のガイド体験や、長年水俣病患者を見つ

め続けてきた医師・原田正純さんの言を

借りて、「基地の島」と言われる沖縄に生

じる、ひずみを論じていました。 
 「オスプレイによる墜落事故が、パイ

ロットによる人為的ミスであるなら、オ

スプレイ強硬配備は、対米追従の政治家

による人為的ミス以外の何物でもない」

この一言で、会場には拍手の渦が。トレ

ーニングの成果は元より、軽妙洒脱な逸

子節で、会場を湧かせた逸子さんでした。 

 決議文採択を町青年連合会長湧川顕由

さんが読まれ、がんばろう三唱で大会は

閉幕しました。 

 そんなおっかなびっくりだ

った私の最初のお客様は、当

時在籍していた大学学部の教

官だったのです！ 
「大学の先生に、自分が何を

説明するんだ」と心の中半泣

き状態で、先輩ガイドさんの

助けを得てガイドをしまし

た。このとき良い意味でふっ

きれたのか、ガイドすること

の楽しさを知ったのだと思い

ます。 
  
 まだまだ半人前なもので、

みなさまに思いがけずご迷惑

お掛けすることがあるかもし

れませんが、なにとぞ、よろ

しくお願い申し上げます。 
（嘉数） 

 9 月 7 日―、1945 年、日米間で日本の降伏調印が行われ

た日。沖縄での戦争が名実ともに終結した日です。 
可能な限り 9月 7日に合わせる形で、去った 9月 8日（土）、

沖縄市にて、ピースウォーキング（南風原平和ガイドの会共

催）が行われました。ガイドの会の赤嶺敏昭さん、赤嶺みゆ

きさん、太田玲子さん、宮川光世さん、宮城弘子さん、吉本

初枝さんも参加され、日ざしの強い中、沖縄市の「戦争」を

見て歩きました。 
 沖縄市のコリンザ屋上から降伏調印が行われた旧越来村

森根（現・嘉手納基地敷地内）を見下ろすことから始まり、

戦争孤児が生活をした孤児院、インヌミ収容所跡、現在は公

園になっている字美里「集団自決」の地、当時のよすがはほ

とんど見られない戦後の八重島特飲街、皇民化教育の象徴と

もいえる奉安殿と忠魂碑。沖縄市にも、多くの戦跡が残って

います。 
 沖縄市は、奉安殿や忠魂碑にみられる皇民化教育から「沖

縄戦の前夜」を、集団自決の地から「沖縄戦の悲劇」を、戦

争孤児院やインヌミ収容所跡、特飲街跡地から「戦後の沖縄」

を学び取ることができる地です。米軍の上陸地点周辺、そし

て戦後米軍基地の周辺という立地から、南風原とは大きく異

なる歩みを見せた沖縄市。今年度最後をかざるピースウォー

キングにふさわしい場所となりました。 
  

ガイドの会々員および賛助

会々員のみなさま。 
いつもガイドの会の活動を支

えていただき、ほんとうにありが

とうございます。 
 このたび、南風原平和ガイドの

会事務局に勤めることとなりま

した、嘉数聡と申します。 
 初めての方もたくさんいらっ

しゃると思いますので、自己紹介

をば。 
 
 私は大学生時分に、ガイド 3 期

生として、20 号壕のガイドを始

めました。大学でも専門は別でし

たので、右も左も分からない状態

で、戦争遺跡のガイドとしてスタ

ートしたのです。 

普天間基地配備に「ＮＯ！」という、鋼の意

志を、日米両政府にたたきつけました。 
 その熱気も冷めやらぬ９月１４日、南風原

町中央公民館の黄金ホールにて、「９.１４ 

オスプレイ配備に反対する南風原町民大会」

が、開催されました。 
 城間俊安南風原町長をはじめ、中村勝町議

会議長、実行委員会の玉城義和事務局長、町

老人クラブ連合の松堂厚雄会長、高校生代表

田本彩夏さんたち、町民の声を代弁する方々

が集い、オスプレイ配備に反対する決意表明

を黄金ホールから発信しました。 

10月 6日の南風原平和ガイド7期生

養成講座第 4 回におじゃましました。 
 文化センター学芸員上地さんの説明

で、慰霊祈和の塔から 20 号壕見学ま

であしがけ 3 時間弱の長丁場でした

が、上地さんへ積極的に質問したり、

聴き逃すまいとメモを取ったり、講座

受講生 12 名の方のヤル気を、ひしひ

しと感じることができました。 
 今月 21 日の講座終了後、20 号壕ガ

イドの新しい仲間として加わります。

楽しみですね。 

去った９月９日、

宜野湾海浜公園に、

沖縄県民大会史上、

最大規模の参加者

が集った、「オスプ

レイ配備に反対す

る沖縄県民大会」。 
 広い大会会場に

は、赤備えの１０万

県民が集い、「欠陥

機」オスプレイの 
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方同胞援護会（資金源は日本政府）の助

成を受けて、「悲風の丘」の塔は建立され

たのだそうです。1966 年当時の新聞記事

でも、慰霊塔除幕式について、大きく掲

載されているため、なかなかの話題にな

っていたのかもしれません。 

※ 

 ところで、「悲風の丘」の塔前方の香炉

に刻字が見られるのをご存知でしょう

か。劣化して読み取れない箇所もありま

すが、「南風原陸軍病院は熾烈なる砲爆下

における医療の万全を期するため沖縄師

範学校女子部及び県立第一高等女学校の

学生生徒二百名よりなる特志看護婦協力

の下に横穴洞窟式に構築され急速なる戦

勢の進展により発生せる多数傷病者の収

容治療にあたれり 昭和二十年五月下旬

戦線の南下に伴ない病院も亦撤退を命ぜ

られたるも収容中の重症患者二千名は自

ら毒薬或いは手榴弾等によりその生命を 

 

 

 

                             

連載『閃光の中で』沖縄陸軍病院の証言 私の沖縄戦 ③ 衛生兵 樋高嘉吉 
 六月十九日に、佐藤少佐及び西平中尉の話し合いで各科ごとに自由行動を取れという

命令が出た。壕の中には負傷した宮原下士官、中山一等兵、大迫一等兵が残っていた。

十九日の夜、山城の山頂に登った時に、柳澤中尉から手榴弾を上げようかと言われた。 
私はすでに青酸カリを持っていたから別に必要でなかったが、柳澤中尉は私に渡した。

中尉は軍刀だけ持って反対の方に下がった。中尉は青酸カリで自決をされたと考える。 
私は激しい弾に追われ、米須の海岸に向かって走り下って行った。海岸の岩の陰に荒木

少尉、仁木准尉がいたが、二人もいつの間にか姿が見えなくなった。 
 海岸の兵士等は皆精神の異常を来していた。戦闘部隊の士官が「貴様は何をしている 

 か、敵にばらす気か」と叫びながら、アダン林の中から投降しようとした沖縄住民二

人を背後から軍刀で切り殺した。息絶えた父親らしき二人の死顔を私は見た。士官の目

付きやその時の光景がまぶたに焼き付いて消えない。本土防衛の命運がかかっていた沖

縄決戦だが、沖縄と祖国を守ってくれるはずの日本軍が、激戦が終結しようとした昭和

二十年六月二十日前後に住民に与えた犠牲は凄惨をきわめた。日本軍に対する憎しみは、

沖縄の人の中には今も心の傷として深く残っているだろう。目撃した住民斬殺の事実を

自分も日本軍の一員だったし、防止できなかったのは残念である。 

 山城の壕を出て米須の海岸を下って一夜を明かした。海辺に茂ったアダンの葉陰から

のぞいた目の前の海上には、米軍の艦船がひしめいていた。スピーカーからは降伏を呼

び掛ける声が聞こえた。もう進むことも戻ることもできない。自決の道しか残されてい

ない。海岸のあっちこっちで円陣を組んで集団自決する住民の手榴弾の爆発音が上がり、

また女学生たちの泣き声と悲鳴が聞こえた。おかあさん、おかあさんという悲痛な声を

耳にしながら、潮溜まりの海水で青酸カリを服用した。どれくらいの時間死の世界をさ

まよったろうか。満潮で海岸に打ち上げられ、血を吐きながら意識を取り戻した。服毒

して六時間ぐらいはたったろう。海水で作用しなかったのだろうか。それとも致死量で

はなかったのか。 

 その瞬間から死にたくないという思いが強くなり、生きることを望んだ。一度死に損

なったゆえに思いは強烈だった。やがて倒れているところを米軍に見つかり、屋嘉収容

所に入れられた。右手の貫通銃傷も米軍が治療してくれた。八月の末に玉城中尉が眼の

傷を負いながら屋嘉収容所に入って来られた。私の恩人でもあるし上司でもあったので、

よかったと涙が出た。 
『閃光の中で―沖縄陸軍病院の証言―』より転載 

 

✿娘の夏休みにおける研究課題がひめゆり学徒隊を題材とした

ため、今回見学させていただきました。これまで見てきた映画

のセットや、資料館のジオラマとは全く印象が違い、暗く狭く、

大人の私でも恐怖を感じる壕内でした。「戦争」を伝える貴重な

遺産です。末長く保存して、多くの人に見てもらいたいと思い

ました。 
                    （40 代  男性） 

 
     10 月の予定        
✿喜屋武のシマ歩き   

10/14(日)9 時 30 分集合(10 時半出発)  

✿照屋のシマ歩き 
10/21(日)13 時集合(13 時 30 分出発) 

 
       11 月の予定        
企画部会さんと事務局で、「シマ歩きガイド 
養成」講座を予定しています。 
詳細決まり次第、お知らせいたします。 

 先月 9 月は、週末やってくる困った台

風が多く、予定していたイベントがほと

んど実行できませんでした。イベントの

内容をお伝えすることができません…。 
 そのため臨時のコーナーを設けます。 
ご了承ください。 
 

「悲風の丘」 
 南風原文化センター側から、黄金森の

飯上げの道を上るとき、右側に見ること

ができる慰霊塔「悲風の丘」の塔。ガイ

ドの方は、何かしらのかたちでお目にか

かったことがあると思います。1966（昭

和 41）年に建立されたこの慰霊塔は、塔

の名前を時の内閣総理大臣、佐藤榮作が

揮
き

毫
ご う

したことで有名です。もうひとつ「悲

風の丘」の特徴をあげると、「沖縄の戦後

慰霊塔としてはじめて日本政府の援助で

完成した慰霊塔である」という点です。

日本の戦後処理を代行する財団法人、南 

絶ちたり ここに南方同胞援護会の助成

を得てこの地を画して壮絶悲壮を偲び英

魂を弔う…」とあり、今も見る角度によ

っては、うっすらと文字を確認できます。 

（文中太字は劣化して読めない部分） 

 最後に、ここまで読んで下さった人の

中で、1980～90 年代ころまであったと思

われる、「悲風の丘」の説明板の内容をご

存じの方いらっしゃいますでしょうか？ 

（下写真、向かって左側○内のもの） 

もしいらっしゃいましたら、どうか事務

局までご教授願いたいです…。 

 台風一過のさわやかな青空と、中秋の名月

を味わう時間すらも与えてくれず、とうとう、

オスプレイがやってきました。 
 これが民主主義ねぇ～？「命どぅ宝」と思

わないの？自然を愛
め

でるやさしい日本人の心

はどこにいった？…などなどと、怒りと空
むな

し

さが交差して、何とも落ちつかない気持ちを

持て余しています。 
 いつもですと、黄金森の自然がなぐさめて

くれるのですが今日は黄金森もとまどってい

るのか…、怒っているのか…。 
 「平和を希求する心はひとつのはずなのに

ねぇ～」と、今日もガイドさん相手にぼやい

ています。            
（平良 美智子） 

【訃報】 
 

南風原平和ガイドの会 3 期生会員である、

山里晶子さんが平成 24 年 8 月 31 日、不慮

の事故により永眠されました。 
山里さんのご冥福をお祈りし、ガイドの会関

係者の皆様に謹んでお知らせ申し上げます。 


