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入壕者の数から見える２０号壕
 あの集団自決（強制集団死）のあった座間味島。

 いわゆる戦争当時の『めしあげの道』で結ばれ  私は小中高を普天間で過ごしていますが、特に

　　　　　　　　南風原文化センター　　金城　清  る予定だ。 井戸のあった炊事場から文化セン  中学校の校舎からは普天間基地の全景が見渡

  ２００７年（昨年）６月１７日、あの大粒の雨の中で  ターを経由し、２０号壕へのこの一画は平和を  されもした。

 の公開セレモニーからちょうど１年が過ぎた。  考える新しい学習のポイントとなろう。  そして、  で、 現在の実家の住所が浦添市の西原、 沖縄

 　２００８年 （今年） ６月１７日 現在の入壕者数は  確実にここに訪れる人々は多くなるはずだ。  戦最大の激戦地、嘉数高地へは歩いて5分、前

 １２,６７５人 （町内大人 ７１５人、子ども １,０７８人、 　南風原平和ガイドの皆さんと共に手を取り合  田高地へは徒歩15分の距離です。

 町外大人 8,０２９人、子供 ２,８５３人）  ひと月に  いながら、多くの壕の入壕者そして新文化セン  女房の出身地は、米軍の沖縄本島への上陸地

 １,０００人余の方々が見学している勘定だ。  ターへの入館者が、平和の創造をもたらしてい  にほど近い北谷町謝苅。私たちが２年程前まで

 　もう少し細かく見てみると、 町内の大人は全体  ただけるものだと期待するのは僕だけか？・・。  住んでいたのは、 返還後発展めざましいハンビ

 の入壕者数のたった  ５パーセント に過ぎない、 　　　　　　　　　　　　　（きんじょうきよし　拝）  ー飛行場跡。 そして現在の住所は、 沖縄市池

 もう少し地元の皆さんに関心を持ってもらいたい
平和ガイドと私

 原。 嘉手納飛行場の滑走路の延長線上に位置

 ものだ。それとも、我々文化センター職員の努力  し、ジェット機の騒音に悩まされる毎日。

 不足か？ いろいろな方法で広報をしているつも 　　　　　　　　　　　　　安仁屋　真孝 （第１期生）  南風原との関係をみると、 悲風の丘に建つ沖縄

 りではあるのだが・・・・。町内の成人（大人）は推   まずは自己紹介をさせて下さい。  陸軍病院歌碑を揮毫したのが、女房の叔父にあ

 定２７,０００人この１年での見学者は３５分の１、そ  仕事は漆喰シーサーの職人をしています。 25  たる宮里宏先生。このことは養成講座を受けて

 こら辺りに広報のポイントがあるのかも知れない。  年勤めたサラリーマン生活から転職し、屋根瓦  初めて知りました。

 区長・自治会長さんの力も拝借しながら、入壕者  職人見習いを経て5年ほど前に独立しました。  ざっと挙げるだけでこれだけの事が出てきました

 を多くしたいものだ。  比較的自分の時間がとれるようになったため、  沖縄に生まれ育つと多かれ少なかれそういった

  曜日毎の入壕者数も調べてみた。 一番多いの  平和ガイドとしての活動を志すようになり今に至  状況がそれぞれにあると思います。  これからの

 が火曜日、 次に日曜日、少ないのが月曜日だ。  っています。 ガイドをするにあたり沖縄戦や基  私自身の周囲の状況を踏まえながら､ 日々のガ

 ウ～ン、 修学旅行の日程を確認してみると月～  地に関することを身近なところから挙げてみた  イド活動にいそしんでいる毎日です。

 金の間が多いようだ。壕も文化センターも水曜日  ところ自分でも驚くほど出てきました。

 は休館である。 その休館日を水曜日から月曜日  それを列記してみます。 　　　　　　　 ６月２２日２時過ぎに

 に移したら見学者も多くなるのではないか？検討  まず父親の出身地は宜野湾の大山。ご多聞に 　　　　　　　 岸田文雄大臣が壕

 の余地がありそうだ。  もれず集落の大半を普天間基地にとられている 　　　　　　　 を訪問され、大城館

  話はまったく変わるが、来年（平成２１年）秋には  ため実家の土地も基地の中。したがって本人の 　　　　　　　 長より説明を受けま

 新文化センターが、黄金森公園の一角に開館す  意思に反して軍用地主でもある。母親の出身は 　　　　　　　 した。

 る予定だ。２０号壕とは反対側で西側に建築され 　　　　水汲みに行きし看護婦死ににけり
 る。 新文化センターから２０号壕へのアクセスは、 　　　　　　　　患者の水筒四つ持ちしまま　　　詠　長田紀春

  連載『南風原が語る沖縄戦』  なかった。 後に制海権、 制空権が米軍ににぎ  １９３５年に南風原の人口は9,１１４人だったが、

その2． 村から男たちが消えた  られると、船の出発日は軍事機密として本人や  １９４４年８月には８,９５３人と、１６１人減っている

   明治以来、２０歳以上の男子には、体格や体力  家族にも知らされなくなった。  この頃から日本本土への疎開が始まり、 人口は

 におうじて各種の兵隊になる ｢兵役｣ の義務があ   兵士の死は｢名誉の戦死｣とよばれ、日中戦争  さらに減少した。日本は日中戦争が泥沼化する

 った。身体検査（徴兵検査という）に合格し、現役  のころまでは家族に 金鵄勲章や年金が与えら  中、１９４１年に太平洋戦争を開始した。

 で入隊することは非常に名誉なことで、逆に不合  れた。 南風原村が盛大に村葬を行い、戦死者  南風原から召集された兵士たちも、 ソ連国境付

 格になることは男子の恥とされた。満州事変が始  は忠魂碑にまつられた。 さらに、天皇のために  近の満州から 中国、ビルマ、フィリピン、インドシ

 まり、  現役兵では足りなくなると補充兵が召集さ  命を捧げた者として、靖国神社にまつられた。  ナ半島、アジア太平洋地域全域に行っている。

 れ、南風原からも男たちが次々と戦場に送られる  そしてその妻を ｢靖国の妻｣、子ども達を ｢靖国  南風原から日中戦争・太平洋戦争に参加した兵

 ようになった。  の遺児｣ と呼び、全国から靖国神社に集められ  隊は７７０人である。  このうち戦死者は２１４人に

  兵士の入隊を祝い、激励する壮行会は、字（集  て行われた慰霊祭には、南風原からも参加して  のぼり、 戦死率は31.3％で、 3人に１人が死亡

 落）をあげて催された。 広場には兵士の名前が  いる。  したことになる。

 書かれたのぼり旗がはためく中、 勇ましくあいさ    また、 こうした家族には、 青年団や生徒会が

 つした兵士は、 万歳の声と日の丸の小旗で送り  奉仕作業に行き、 農作業や草刈等を手伝った  金鵄勲章 　戦争で特別な手柄を立てた軍人に与え

 出されていった。また、兵士を出した家は ｢誉れ  政府は ｢食料増産｣ を奨励したが、働き手を軍   られた勲章。

 の家｣ と讃えられた。 家族は、｢戦勝 （戦争に勝  隊にとられた家族に、 仕事の負担が重くのしか  忠魂碑　戦死した軍人をまつるために建てられた碑。

 つこと）｣ や ｢武運長久 （戦いの勝敗の運が長く  かっていた。 兵役以外にも 、国家総動員法に  御嶽　沖縄で古くから聖地として信仰されてきたところ

 続くこと）｣  を祈願して字の御嶽と宗家、 さらに  よって本土の軍需工場に徴用され、 飛行機の   沖縄県は県民の信仰を神道に結びつけるため、御嶽

 普天間宮 （宜野湾） や波之上宮 （那覇）などを  部品づくりや戦艦の整備などをしていた人、日   を神社化することをすすめた。

 まわった。 家族の願いは兵士が無事に帰ること  本政府の国策に従って、南洋群島や満州へと

 であったが、それを公然と口にすることは許され  移民した人など、県外や海外に人口が流出した 　 皆さんの投稿をお待ちします。
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　  ５月には1,637人の見学者が訪れ、29通のアンケートをいただきました。その一部を掲載いたします。

１０歳代  １９９１年湾岸戦争が勃発した際に、日本におけ  広島・長崎・沖縄の平和記念館には何度も行き

 暗くてこわかった。毎日こんな所にすむのは正直  る沖縄戦の真実を始めて知りました、 同じ日本  ましたが、それ以上の訴えてくるものを文化セン

 きついです。 戦争時はとてもたいへんなことがわ  人として恥ずかしく思い、 その後毎年多くの若  ターそして壕で感じました。  規模は小さくても、

 かりました。  者たちと沖縄の地を訪れ、 戦争の真実に学び  本当にすぐ傍に戦争を感じました。  一生懸命

　　　　　５月２７日　　南風原町　　男児　　１０代　  今を生きる私達が何をなすべきなのか、討議し  説明をして下さったボランティアの方、保存して

 実践をしています。 はじめて２０号壕を訪れた  くださっている南風原の方に感謝です。

 僕は２回目なので、ある程度分かっていたけれど  際は中の様子を見ることは出来ませんでしたが 　　　　　４月１９日　　　那覇市　　女性　　５０代

 改めて考えました。  また、 機会があれば行って  この度関係者の皆さんの努力によって、中を見

 平和について考えたいです。  学することが出来るようになり関係者のご努力に ６０歳代

　　　　　５月２７日　　南風原町　　男児　　１０代　  敬意を表します。  歴史の真実を維持・管理して  沖縄戦の記憶が年々薄らいでいくなか、沖縄戦

 いくのは、大変なことと思いますが、多くの魂魄  で犠牲となった沖縄県民 ・日米両軍の将兵、軍

 冷気があった。 ここでいろんな人が死んだんたな  に誓って共にガンバっていきましょう。  属の方々のことは忘れてはならないと思います。

 なぁ、とあらためて思い戦争がおそろしいとわかり  ボランティアでのガイドの皆さんをはじめ関係者  同じ悲劇を繰り返さないためにも、後世に語り継

 ました。  の皆さん、ありがとうございました。  がねばならないと思います、 南風原文化センタ

　　　　　５月２８日　　南風原町　　男児　　１２歳 　　　　　５月１９日　東京都北区　　男性　　４７歳  ーのスタッフの皆様、平和その語り部として犠牲

 者の供養と世界の平和と発展のために頑張って

 あんなくらやみの中で、 生活してると考えると ５０歳代  ください。ご案内いただき有難うごさいました。

 こわいなぁとおもいました。  らくばんという言葉も  沖縄を撮り続けて２５年目、 ３年前から居をこち 　　　　　５月５日　福島県田村郡　　男性　６０代

 聞きました。らくばんとは、 土がおちてくるという  ら宜野湾に移し、撮影活動を続けています。

 ことです。  現在の県知事が昨今「沖縄も本土並みに豊か  当時の様子の再現が特に分かりやすくて良かっ

　　　　　５月２８日　　南風原町　　男児　　１２歳  になった・・・」 と云っていますが、 本当にそうで  たです。 又、 絵や説明、移民の写真も分かりや

 ょうか？  本土資本の流入、 海洋汚染の深さ、  すいです。  南風原壕群２０号とセットであるとい

３０歳代  犯罪の多様化、さらには原油高、物価高、これ  うのがすばらしい。　皆様の努力に感謝です。

 壕に入って、知識で知っていたことと、実際に感  からまだまだ時の流れが変貌することは、 明白 　　　　５月１２日　兵庫県西宮市　　女性　６０代

 じたことに差があり、知っていたつもりになってい  です。 そんな時代に今回の壕見学は、 今ある

 た。わたしは、あまりの狭さにまずびっくりしました。 全ての事を、  もう一度考えさせられる時間でし  病院壕２０号は文化財ですので、壕内の余分な

  ｢実際に入ってみる｣ ことの重要さを改めて感じ  た。　　　　　　　　　　　　合掌・・・・・・・。  加工はできないと思いますが、これでは本土の

 ています。こういう体験の積み重ねや語り部の方 　　　　　５月１３日　　宜野湾市　　男性　　５０代  人のように始めて見学する者には、当時の壕内

 々からていねいにききとること、文化センターなど  の様子がイメージできません。幸いにもすぐ近く

 での学習をすすめること、それらすべてが関わっ  『南風原文化センターには、琉球の様々な織物  に文化センターがあり、 そこに壕内の状況等が

 ていて、 それが体験の継承というか、 語り継ぐこ  が展示してある』 と知人から聞き訪問しました。  再現されているので、 ２０号壕と文化センターを

 となんだなｧと、今考えています。  目当ての織物は見られませんでしたが、南風原  一体として展示、解説されたらよりマルチな説明

 翁長さん、ありがとうございました！また来ますの  壕群の存在を知る事ができて、 行ってみてよか  になると思います。 このため２０号とセンターをも

 でその時は宜しくお願いいたします。  ったです。  文化センター２Ｆの展示は無造作な  っと関係ある施設として、 外部の人が必ず両方

　　　　５月 ３日　　北海道上川郡　　男性　３７歳  感じがします （説明のプレートと展示されている  を見学するよう、 標識（案内の）等を随所に設け

 ものが一致していないなど）。貴重な“遺産  て誘導をしたらどうでしょうか。

４０歳代  なので、いつかまた見学に参りたいと存じます。  いずれにせよ、 この種の施設の保存･展示に努

 子供３人おり、ずっと長田小児科という病院の先  案内をしてくださった大嶺さん、センターの受付  力されている南風原町当局に敬意を表します。

 生にお世話になつておりました。  の方、ありがとうございました。 　　　　５月１５日　東京都三鷹市　　男性　６０代

 ＴＶで、太平洋戦争の医師としてかりだされたの 　　　　　５月１９日　　　中城村　　男性　　不明

 が、 長田紀春先生も一員であったという事実で  晴れた汗ばむ日でした。 歩いて行き、途中の資

 びっくりしました。あの温和な表情の先生の顔に  文化センターは以前 （１０年以上前？） も訪問、 料館で壕２０号への道を尋ねていきました。

 は、大変な体験をしてきたという、一片もうかがえ  今回は那覇に住んで（４月から）いるので、再度  ボランティアの方に詳しく説明を聞きながら、 壕

 なかったのです。  訪問。 その時に２０号壕のことを知りました。 南  の見学が出来た。そのあと岐路に資料館を再度

 もう、すでに医院もなくなり引退されていますが、  部戦跡も自分の中に刻むのですが、 南風原文  訪ねて見ましたが、とても実感出来る展示でした

 ぜひ、語人として又、さらに世の人の為、見てき  化センターは組織としてでなく、一人ひとりが出  従ってこの壕を見学するときには、 必ず資料館

 た現実をお知らせいただきたいです。ただ、もう  来ることを訴えるような気持ちにさせてくれる小  を見学して、壕２０号をみるようにすると、壕２０号

 ご高齢でありますので後はお体を大切にしてい  さな展示館でしたが、大きな気分にさせてくれ  の理解がより出来そうです。

 ただきたいです。  たのです。大変でしょうが大切に守って下さい。 　　　　３月２７日　神奈川県横浜市　男性　６０代

　　　　　４月２７日　　糸満市　　女性　　４０歳代 　　　　　４月１９日　　那覇市　　男性　　５０代

　　　　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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