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ガイドニュースの発刊にあたり 　学習会レポート

南風原平和ガイド学習会に参加して
　と、こんなにも多くの叫びや悲しみが今なお静

　　　南風原平和ガイドの会　会長　藤原　政勝 　かにねむっています。

　　沖縄の冬も終わり、うりずんの季節がやって 新垣　尚子（第2期生） 　　足跡をたどる度、踏んだ地面からかすかな声

　来ました。 　が聞こえてきたような気がしました。

　平成１９年１月から始まった一期生の『沖縄陸 　　平和ガイドとして活動をさせていただきはや 　過去の話ではなく今の暮らしはその延長上に

　軍病院ガイド講座』、 そして二期生の講座と、 　半年がたとうとしています。 　ある・・・・ だからこそ精一杯多くの声をひろい

　この１年の間に多くの仲間がふえました。 　気さくな2期生と学習を始めてから今日まで目 　あげなければならない思いがしました。

　　そして、 皆様のご協力で６月１８日より壕の 　的を同じくして様々な刺激を受けることができ 　沖縄の地はまだ多くの悲しみが開放されてい

　公開が始まり、多くの方々にみていただいて 　嬉しく思っています。 　ない場所なのだと感じるばかりでした。

　おり、ガイドの皆様にはご苦労様です。 　　初めて20号壕に立ったとき、えも言われぬふ 　ひめゆり資料館では、上原当美子さんが当時

　　公開に先立ってガイドの方法について勉強 　しぎな気持ちになったことを今でも覚えていま 　の事をお話してくださいました。友人の悲惨な

　をし、公開前の現場でのシュミレーションには 　す。 　死、耳から離れない声、紙一重の命、まさに生

　戸惑う事もありましたが、 学習した事を伝えよ 　学んではじめて耳にする声のようなものを感じ 　き地獄だったと。

　うとする皆さんの熱意と工夫で、多くの来壕者 　ました。平和を渇望する魂の叫びとでも言いま 　本当に心痛い出来事を勇気をだしてお話して

　に沖縄戦と沖縄陸軍病院壕について、理解し 　しょうか、知って感じることは本当に大切なこと 　くださったことに感謝いたします。

　ていただく事ができました。 　だと思いました。 　私たちが今この世に生を受け生きていること自

　　壕の公開時から懸案であった来壕者のご意 　　今回は｢沖縄陸軍病院の撤退コースをたどり 　体が奇跡なのだと強く思いました。

　見、ご感想をお聞かせいただくために２月より 　ひめゆりの学徒の体験を学ぶ｣という現地学習 　　頭で考えたこととは別に足跡をたどることは、

　アンケート用はがきを作り、壕に訪れるみなさ 　会でした。 　過去を体感すると同時に実は “今” を感じるこ

　んへお渡しをしてきました。 　高嶺製糖工場の三叉路を通り、ひめゆり平和 　とでした。

　　おかげで多くのご意見をいただきました。 　祈念資料館の普天間朝佳さん、前泊克美さん 　私が初めて20号壕に立った時に感じた 『地中

　そこでガイドの皆さんからのご希望があった、 　の丁重な案内で、波平第一外科壕、(車内より) 　に刻まれた記憶』 を一人でも多くの人に感じ

　ガイト゛ニュースとしての情報紙を発刊すること 　糸洲第二外科壕、 そしてひめゆり平和資料館 　てもらいたい、それを精一杯伝えていければと

　になりました。 　荒崎海岸にまで足を踏み入れることができまし 　思う貴重な学習会でした。

　　これから出来る限り、お客様のご意見をお伝 　た。一人ではなかなか訪れることのない場所に

　えし、情報を共有していきたいと思います。 　立ち、 聞くことのなかった体験も耳にしました、

　　ガイドの皆様の情報もお寄せください。 　しかしこの地中には、 こんなにも多くの出来事

通信欄　南風原文化センター　古賀徳子

 　糸数壕の証言で知られる日比野勝廣さんから

 ｢今なお、 屍とともに生きる　沖縄戦嘉数高地か

 ら糸数アブチラガマへ｣ (夢企画大地、2008年、

 1500円）を南風原町に寄付していただきました。  から、口を開けにくい、首筋が張る、寝汗をかく

 管理事務所文庫にありますのでぜひお読みくだ  などの症状があらわれます。 しだいに口が開け   場所は記憶を持っている
 さい。（購入も可能）  にくいといった硬直感が出て、 手足にもこの異   そして
 　第62師団 独立歩兵第23大隊 に所属していた  常感覚が広がり、この時点で抗毒素が注射され   場所は記憶する痛みを持っている
 日比野さんは､ 5月2日に安波茶で負傷し､十数  なければ、 腹部を突き出すように全身を弓なり 　場所は記憶をためる
 日かかって自力で南風原の陸軍病院にたどり着  に痙攣させて、 約４割（新生児８割）が死にいた 　そして
 きました。日比野さんが入ったのは奥行15～6ｍ  ります。 元看護師の川根さんによると、発症が 　沈黙のモノガタリを語り続ける
 の盲貫壕で、空気が通らず悪臭がものすごかっ  遅かったのが日比野さんに幸いしたようです。 　いや、その語りは沈黙であるどころか
 たということです。また、穴の入口付近からは砲 　実にはっきりとした声を放っている

 弾の破片が飛び込んできました。 南風原で破 　それを聞く耳
 傷風を発症しますが、  何の治療も受けられず 　その声を聞き取る耳が必要なのだ
 ｢名ばかりの病院｣からの脱出を決行したのです。 　場所の大記憶庫を開いていく耳が
 　傷口についた土などから感染する破傷風の潜 　　　

 伏期間は通常３日～３週間で、平均4～7日ごろ 　　　破傷風の弓なり緊張（厚生労働省検疫所HP） 　　鎌田東二　『聖なる場所の記憶』　講談社
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　 平成２０年２月より、壕の入場者にアンケートの記入をお願いしております。

 ２月は３９通、３月は３月２７日までに５０通のアンケートをいただきました、全部のお便りを掲載したいの

 ですが紙面の都合上多くのお便りの中から抜粋し、２月分の中からつぎのとおり掲載をいたします。

　文化センターの展示は、コンパクトでしたが地 　２０号壕が公開されると聞き、なんとか訪れるこ 　戦争映画でよく見る壕だが、想像だけで実際

　域の戦時体制、その後の歴史を順を追って分 　とができました。　整備された外観および壕内 　に入ったことはなかったので、すごく勉強にな

　かりやすく展示されて、移民の問題などしっか 　におどろきましたが、 なにより感心したのはガ 　りました。

　り学ぶことができました。 　イドの方の丁重な案内があったことでした。　 　改めて、自分たちが恵まれた時代に生まれた

　２０号壕でのガイドの方の説明もよく、 憲法九 　それというのも多少なりともこれらの壕群につい 　のだな、と思いました。

　条の碑もすばらしかったです。 　て知識を深めていた私にとっても、地元に密着 　松井さんどうもありがとうございました。

　なによりも子ども達に向けた、発信内容が心 　したローカルな情報は他の文献や資料とは違 　　２月２４日　鹿児島県鹿児島市　男性　２０代

　強く感じられました。壕のせまさには驚きまし 　い、 入手可能なものであり、 とても参考になる

　した。体験を語り伝えていきたいです。 　貴重なお話を伺うことができたためです。 　黄金森を周囲からよく見ているが、この南風原

　がんばってください。 　ぜひ今後もこのような活動を推進しつつ、有用 　壕を見たのは始めてでした。

　　２月５日　　静岡県富士市　　女性　　５０代 　な場としてお続けください。 　私は沖縄戦についていろいろ考えますが、全

　　２月１７日　　岩手県奥州市　　男性　30代 　く狂気としか思えません。

　ガイドさん(男性)の説明により、当時の様子を 　日本軍(或いは日本)の馬鹿さかげんを思います

　伺い知る事が出来ました。 想像していた以上 　素晴らしい施設と思います、 ｢生きた戦跡｣  と 　沖縄はもっとしっかりしないといけないと思った。

　に暗く、沢山の人々がどんな思いで過ごして 　感じがして、観光地化された戦跡とは違ったリ 　　２月１１日　　沖縄県南城市　　男性　　７０代

　いたかと思うと胸がつまります。 　アルさがあります。

　沢山の人々に、私は見学に来てもらいたいと 　ご苦労も多いと思いますが守って下さい。 　すごいせまい道なのにその中に５０人以上もの

　思います。ガイドさん今後も頑張ってください 　　２月２２日　　福岡県田川郡　　男性　４０代 　人達がねむってたんだと思うとビックリした。

　有難うございました。 　昔の人はスゴイと思った。

　　２月５日　　埼玉県富士見市　　女性　４０代 　せんそうのこわさをしりました。 　　２月１９日　　沖縄県　　学校の授業で見学

　せんそうじだいは、たいへんだとゆうことがわか

　新聞などを通して聞いていたが、実際見学し 　りました。 　とっても勉強になり命の大切さや、あの時の苦

　て、当時の状況が具体的に理解ができてきた 　　２月２４日　　沖縄県南風原町　女児　１１歳 　労を学んだ!!　

　ように思いました。　大変勉強になりました。 　今日は命の大切さについてたくさん学びました

　ありがとうございました。 　壕の狭さ、暗さ、それに加えて当時は臭くて 　　２月１９日　　沖縄県　　学校の授業で見学

　　２月５日　　沖縄県豊見城市　　男性　６０代 　もっとひどい場所だったんだろうなと思いました

　想像ができません。 文化センターの壕の再現 　自分はぜいたくをしすぎていると思った。

　危険防止のため整備されていましたので、もし 　は、こわくてとてもいいと思います。 　今日から、ボキンする

　説明(ボランティアでなさっていると聞きました) 　　２月２２日　　沖縄県八重瀬町　女性　２０代 　　２月１９日　　沖縄県　　学校の授業で見学

　がなかったら、当時の地獄のような様子を押し

　測ることは出来なかったと思います。 　ひめゆりの塔には以前に行ったことがありまし 　とても実体験が高まった初の壕でした。

　戦跡が風化される中、 体験された方々少しで 　たが、南風原の壕の様子を実際に見学して、 　保存とはとても重要な事だとは思いました。

　も当時の有様を知る方の肉声による説明を残 　その辛さや苦しみが、 改めて重く感じられまし 　　２月２８日　　広島県呉市　　　男性　　２０代

　してほしいと思います。 　た。 壕の中の暗さに救われたと、当時の体験

　　２月９日　　埼玉県春日部市　　女性　６０代 　者の方が語られているとききましたが、 今感じ 　６月に公開されたときＴＶの特集でみて、ぜひ

　られる暗さより、 さらに暗く、 先が見えない戦 　来てみたいと思いました。

　前回にここの存在を知り訪れましたが昼休み 　争状況をおもわされました。 　思っていたよりも狭い空間で、約６５年前に起こ

　で入れませんでした、今日はケーブルテレビ 　見学をさせていただき、ありがとうございました。 　った出来事を想像すると、とても複雑な気持ち

　の方々と一緒という事もありましたが、現実の 　　２月１９日　　京都府宇治市　　女性　３０代 　になりました。　大変勉強になりました。

　厳しさを改めて思い返しています、 絶対にあ 　　２月２４日　鹿児島県鹿児島市　女性　２０代

　ってはならぬことと思いました、 当時の悲しさ 　沖縄で壕やガマに入って学んだのははじめて

　も改めて知りました。人命の尊さをあゝいった 　でした。 　貴重な体験をさせていただきました。

　形でしか大切にできない国にしてはなりませ 　ボランティアで沖縄戦のことを語りつがれる地 　私たちは戦争を知りませんが、このような貴重

　ん。　何かしらやりきれない思いがします。 　元のガイドのみなさんのお働きはとっても大切 　な施設をこれからも後世の人も、忘れないよう、

　観光化しないで知らしめる良い方策は、私が 　なことだと思いました。 　たいせつにされたらと思います。

　話すことでしかないと思っています。 　若い僕達がひさんな戦争をもう二度とくりかえし 　かえって勉強をしたいと思いました。

　保存ぜひ宜しく。　 ガイドしてくださった新垣 　てはならないと思っています!! 　　２月２８日　　横浜から　　　以下不明

　さんに宜しく。 　　２月１８日　　山口県岩国市　　男性　１０代

　　２月１１日　　岡山県美作市　　男性　６０代
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