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頑張れ！｢はえばるYouth｣
 映像を見る機会をつくるため、仲間たちに呼び  は前が見えない。 不安で進めない中 「ガイドを

　　　　　　　　南風原文化センター　　平良　次子  かけて映写会を開催するなど取り組んでいます。 してくれる人がいるって有難い。」  そんな印象

 　平和を願う気持ちを具体的に、日常に生かして  ｢イベント班｣ は、 １１月のはえばるふるさと博覧  でした。 そして何度かガイドをしている内に、小

 いくパワーを南風原の若者に・・・・そんな期待を  会に ｢南風原の１００年展｣ を文化センターと協  さな懐中電灯ひとつで、見学者の方々の足元を

 込めたい仲間たちが生まれました。 昨年末に発  力して開催の予定です。 そして、７月の平和ガ  照らしながら、案内して進んでいる自分に気づき

 足した ｢はえばるYouth（代表　福　広太郎）｣ で  イド講座に参加しながら、 陸軍病院壕のガイド  ました。

 す。１９９４年から各小学６年生が ｢南風原町子ど  を高校生もできることを目標に、頑張ろうと意気   それからです。 「足元」 という言葉がとても気に

 も平和学習交流事業｣  に参加し、 ２００５年には  込んでいます。  なりだしたのは。自分にとっての足元って何だろ

 そのＯＢ会が発足し、 広島で出会った被爆アオ   まだまだ小さな思いつきの活動かもしれません。 う？ 毎日毎日、自分に問いかけ、そして見つけ

 ギリの名前を取って、｢アオギリ．com｣  と名づけ  この活動がどんな成果を生み出すかはわかりま  たひとつの答え・・・。それは私が今住んでいるこ

 られました。 そのメンバーの高校生たちを中心  せん。でも知らなかった高校生同士が、一緒に  の場所、この町でした。足元が住んでいる町なら

 に、今年度 ｢南風原の１００年・平和学習を通して  語り合い ｢友達になる｣ ことが、それぞれの世界  そこを照らすってどうしたらいいの？

 の私たちの大切な町づくり｣  をテーマに、 活  を少しづつ広げていっているようです。期待し、     まずは関心を持つことからと思い、そして沢山

 動を開始することになりました。南風原の高校生  応援したいと思います。  の方々との交流が始まりました。そこで今まで町

 といっても、その学校はさまざまです。 町で会  に無関心だった自分に気づいたのです。平和ガ

 う高校生が同じ町の仲間意識を持って何かをや  ガイドレポート  イドをきっかけに、 多くの人達と出会い 「自分も

 っていこうというのは、とても頼もしく思います。そ
平和ガイドからの気づき

 何かしたい、 自分に出来ることから町づくりに参

 んな仲間の輪が広がっていくことを願っています。  加したい。」 そう思うようになりました。

   その活動は現在、 忙しい高校生たちが模索し 　　　　　　　　　　　　　翁長　まゆみ　（第２期生）   戦争の大きな傷跡は決して、悲しみ苦しみだけ

 ながら進めています。 組織として ｢映像製作班｣  「何でガイドになろうと思ったのですか？」  ではなく、今を生きるために必要なかけがえのな

 ｢平和学習班｣ ｢イベント班｣ の三つの班を編成  「そう、なぜでしょうね？」  いものだと気づきました。

 しています。 ｢映像製作班｣ は、１９０８年の村町  つい先日行った美容室での会話・・・。  そして平和ガイドというチャンスを、与えて頂いた

 制施行から１００周年を迎える今年、 ｢南風原の   それは昨年夏、町の広報誌でみた募集がきっ  事にとても感謝しています。

 １００年｣ を綴る映像製作を目標に学習を開始し  かけでした。早速、文化センターへ行ったのが  　これからも私に出来ることから続けていきます。

 ています。｢平和学習班｣ は、これまで学習して  休館日の水曜日。休館日さえ知らなかった私。

 きた沖縄戦などの平和学習を振り返って、自分  その後、初めて壕へ足を運んだのは、１０月１０ 　　　　　　　　　　　　　黄金森全景

 の理解を確認したり、また沖縄戦体験者の証言  日、十十空襲の日。 何の偶然か、今も不思議。 　　　　　　　　　　　　　　 陸軍病院壕

 を多く聞くこと、 ｢１フィート｣  などの実写の記録 　  勉強会で初めて見学した時の壕は、真っ暗                              入口側より

 闇。  「早く出たい。」   懐中電灯ひとつだけで

  連載『南風原が語る沖縄戦』
 人々は生活の中で軍靴の音を聞くようになった  原の人々の尊い命をうばい、南風原の豊かな

         その１． 沖縄戦と南風原  陣地構築のための徴用や、日本軍への食料の  大地を荒廃させた。南風原には死の文字を冠

 　戦前の南風原は、那覇～与那原間や首里～  供出が日常となり、 生活のすみずみに軍隊優  した交差点や橋が残っている。交差点では兼

 南部方面に通じる交通のかなめであったため、  先の仕組みがつくられていった。 さらに熊本 ・  城交差点・宇平［ウフィ］橋（山川橋）である。

 人や物の往来でにぎわっていた。 さらに、 沖縄  宮崎への学童疎開、 １０月１０日の大空襲と沖  このことが沖縄戦における南風原の特徴を現し

 県鉄道与那原線（1914年開通）や糸満線（1923  縄陸軍病院の南風原への移動、１２月１１日の  ている。

 年開通）の駅もつくられ、 小さな汽車が煙をはき  神里付近での列車爆発と、沖縄戦の足音はす  　焼け野原となった南風原には難民収容所や

 ながら｢アヒー、アヒー｣と汽笛を鳴らして走る姿が  ぐそこまで迫ってきていた。  本土から引き揚げた村民が続々と戻ってきた。

 見られた。 商品の流れはサトウキビ（黒糖） や絣  　１９４５（昭和20)年になると山原への疎開や男  人々が最初に手をつけたのが山野に散乱して

 が主であったが、カボチャ、冬瓜などの農産物や  たちの防衛隊召集があいついだため、このころ  いた遺骨の収集であった。荒れ果てた畑に鍬

 パナマ帽、豆腐なども町外に販売していた。県外  家に残っていた人たちの多くは年寄りや子ども  をうつ音や雨風をしのぐための家をつくる金槌

 との行き来も盛んで 、交差点や駅には移民や出  女性であった。  の音が響き、南風原の戦後がはじまった。

 稼ぎにいく人を見送る家族の姿が見られた。  　3月23日には米軍の空襲、 24日には艦砲射

 　満州事変後、村の出入りにも戦争の色が濃くな  撃がはじまり、 さらに４月１日の沖縄本島上陸  満州事変 　１９３１（昭和６）年９月１８日午後１０時

 ってきた。  例えば盛大な見送りを受けて戦地に  によって、南風原は ｢戦場の村｣ となった。 交   ２０分ごろ、奉天（現在の瀋陽）北東の柳条湖でおこ

 出征をする人、 白木の箱に遺骨と なって戻って  通のかなめであったことが南風原に悲劇をもた   った南満州鉄道の線路爆破事件。関東軍はこれを中

 来た人、  国策移民として満州開拓団や 南洋群  らしたのである。前線から敗走する兵隊、中部   国のしわざとして攻撃をしかけた。この事件が日本の

 島に向かう人、  本土の軍需工場に挺身隊として  戦線を追われて南部へ避難する住民、そのほ   中国北東侵略戦争の発火点となり、その後の１５年戦

 出発する人・・・・・と。  とんどが南風原を通過した。  だが戦争は南風   争の始まりとなった。

  1944（昭和19）年になると第３２軍が沖縄に配備  原を単なる通過点にはしなかった。海、空、陸

 され、日本軍が南風原にも駐屯するようになり、  から雨あられのように降ってくる砲弾は、 南風 　 皆さんの投稿をお待ちします。



　第３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 沖縄陸軍病院壕　平和ガイド通信 平成20年6月10日 ②

 ４月はアンケートの他に奈良教育大学付属中学校学校の皆さんよりお便りをいただきました。全部のお便り

 アンケートを掲載したいのですが紙面の都合上、その中から抜粋し、つぎのとおり掲載をいたします。(敬称略)

   奈良教育大学付属中学校の皆さんのお便り
 見つけられたのは奇跡だと思います。   当時の女学生の方々が味われた、苦しみや悲

 貴重なお話ありがとうございました。 では、これ  しみの地を６０年以上たった今でもそのままの形

 南風原文化センター長様  からもお体に充分気をつけてください。  で保管されているということや、実際に使われて

 　こちらでは、瑞々しい若葉の季節となっており 　　　　　　３年３組　　　１班　　　　田中　穂高  いた道具が残されていることもすごいと思ったし、

 ます。いかがお過ごしでしょうか。  負傷兵が最期に、何を思いながら死んでいった

 　先月には、本校３年生修学旅行のグループ別  拝啓　木々の緑も濃さを増すころになりました。  のか、その場面にいた女学生の心境はどうだっ

 学習に際しまして、 お忙しいなか、わざわざスタ  お元気ですか。   さて、この前見学させていた  たのかなどについても考えることが出来ました。

 ッフの皆様から<生徒たちにお話をしていただき  だいたときには、たくさんのお話を親切に、そし  この学習を通して、 さらに平和について考える

 ましたこと、本当に有難うございました。  て丁重に話していただき、本当にありがとうござ  ことが出来たら、 自分の中で何か変わるきっか

 　現地で、わかりやすく丁重にお話していただき  いました。　いろいろのお話の中で特に心に残  けになれたらと思います。 有難うございました。

 生徒たちにはまたとない学習の機会となりました。  ったお話は、 麻酔のない兵士さんの治療につ  皆様、いつまでもお元気で。　　　　　　　敬具

 心よりお礼申し上げます。  いてです。兵士さん達が壕の中でどう一日一日 　　　　　　３年４組　　　２班　　　重森　まゆな

 　遅くなりましたが、生徒たちのお手紙をお送り  を過ごしていたのか、今にもその情景を思わせ

 させていただきます。班代表のお礼状と有志班  るお話の内容に驚きました。 南風原陸軍病院   30代

 員の感想です。言葉足らずな点もございますが、  壕跡の見学はとても良い体験になりました。  病院の中に壕をつくられているのは信じられな

 生徒達の気持ちをお伝えできればと存じます。  これからも私達の朱鷺のうに、 お話を伝えて下  かったので来てよかった。

 　来年度以降もまたご相談申し上げることもある  さい。  戦争時代は大変だったんだなと感じた。

 かと存じます。今後ともお力添えいただけますよ  どうかお元気でお過ごし下さい。　　　　　敬具 　　４月11日　　兵庫県明石市　　男性　　30代

 う、何卒よろしくお願いいたします。  　　　　　　　３年３組　　　３班　　　上ノ井　風花

 　では、ご自愛のほどお祈り申し上げます。   ５０代

　　　　　　　第３学年　　主任　　　奥原　牧  拝啓　 奈良では桜の花が散りはじめ、あじさい  壕の中が真っ暗、壕を保全、当時を再現するた

 の花が咲きはじめています。 お元気ですか。  めと思われるが、 中で悲惨なことがあった現場

 拝啓　こちらでは、暖かくなりました。元気にお過  　さて、この間訪問させていただいたときは、た  で２０分ほど長々と説明するのは霊的に何も感じ

 しでしょうか。　さて、このたびは南風原陸軍病院  くさんの質問に親切に、 そしてとても丁重にお  ない大人の私でも気持ちが良いものではない。

 壕について説明していただきありがとうございまし  答えいただき、本当にありがとうございました。  説明は外でして、 １０分くらいで通過したほうが

 た。 陸軍病院壕で見たことは、とても印象に残っ  　たくさんのお話の中で、特に私の心に残った  よいと思う。説明をもっと簡潔にしたらどうでしょう。

 ています。  のは、当時は一緒にいた軍曹が自分のお父さ  （全体的)

 　特に印象に残っているのは、壕の中の暗さです  んってこともあったというお話でした。国の命令 　　４月１８日　　　西原町　　　　　男性　　５０代

 壕の中はとても暗くて、当時の戦争の時のことが  で、軍にいかされて、そのとき自分の軍曹がお

 わかりました。次に印象に残っているのは壕の横  父さん・・・そしてお父さんが撃てと言えば撃つ   ７０代

 にくいがささっていたことです。壕の横にくいをさ  なんて、今ではとても考えられません。  父、昭和２０年６月２５日沖縄にて自決いたしまし

 して、天井には釘がささっているのは、 崩れない  また、ガマからでてきた点滴に使っていたもの  た。１３年前、観光でまいりましたが華やかなとこ

 為だということをはじめて知りました。  や、そのとき兵隊が身につけていたもの・・・・  ろばかりで戦争のキズ後もなく、がっかりして帰

 　薬品が埋められていたことも印象に残りました。  など、たくさんのものを見せていただき、 本当  り、もう一度必ず行きたいと思い私も歳をとり、息

 壕を掘っていたら見つけたということもびっくりし  にありがとうございました。  子が父の戦死した歳になり、 一泊にて急に行く

 ました。 僕は、壕の中に薬品が埋められていた  私達は今、沖縄で学んだたくさんのことを全校  事になりタクシー会社の方におねがいをし、いろ

 ことをはじめて知りました。  に伝えるためにまとめていますが、 きっと良い  んなところを見る事が出来ました。

 　いろいろ私たちの知らなかった陸軍病院壕の  レポートになると思います。  悲しい事ですが、 文化財としていつまでも保存

 ことをはじめて知りました。 くわしく説明していた  では、どうかお元気でお過ごしください。　敬具  していただきたいと思います。

 だいてありがとうございました。 　　　　　　３年２組　　　３班　　　　小柳　雪奈 　　４月１９日　　熊本県八代市　　  女性　 ７０代

どうかお元気でお過ごしください。　　　　　敬具

 　　　　　　　　　３年２組　１班　　　森田　築  拝啓　だんだん暑さも厳しくなって参りましたが、

 皆様お変わりありませんか。

  壕の中でいろいろな説明を丁重にしていただき  　さて、先日は南風原陸軍病院壕について、丁

 ありがとうございました。  寧に分かりやすく、案内して頂き本当にありがと

 いろいろなお話の中で特に僕の心に残ったのは  とうございました。

 岩に朝鮮人の名前が刻まれていたことです。 死   私は今回初めて沖縄を訪れました。 たった四

 にものぐるいの中、名前を書いたのはとても当時  日の間でしたが、学んだことや感じたことは数え

 のどんな状況かわかります。今も字が残っていて  きれないほど沢山ありました。  病院壕・憲法九条の碑前を行進する5.15平和行進団

　　　　沢山のご意見をいただき有難うございました。いただいたご意見を全部掲載する事が出来ませんが、
　　　　ご意見を参考にさせていただき、今後もガイドに励んで行きますので宜しくお願いいたします。　(編集者)
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