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　「染織物」のコーナーを特別に設けたことです。

　 部屋は、企画ホール、図書室、実習室、収蔵

　　　　　　　　撃ちこまれた　 　　　　　　　　僕の故郷に  庫､映写室､サークル室があります。サークル室

　　　　　　　　名もなき人々の 　　　　　　　　返してよ　僕に  は､「南風原平和ガイドの会」 の拠点となります。

　　　　　　　　深くうずもれた小さな声 　　　　　　　　僕の 　僕だけの命  新文化センターと 「飯あげの道」 を通って20号

　　  壕とを結ぶ、より充実した学習が展開できると考

　　　　　　黄金杜の木立 　　　　　　　　　　2008.10.23　　魔野多賀谷  えています。 そして、実習室では、「そば打ち」

　　　　　　優しい葉裏のそよぎ  や 「黒糖づくり」 等の体検学習、図書室では、

　　　　　　奪われた人々のコーラスは  南風原に関する書籍や沖縄関係の文献が閲覧

　　　　　　望郷の風となって詠う  できます。

　  さらに映写室では、南風原の映像、染織物室

　　　　　　　　この杜に流れる雲  では､南風原、沖縄､日本、アジア、中米の資料

　　　　　　　　傷ついた悲しい顔と顔  が見れるようになり、さらには｢織物の個展｣ もで

　　　　　　　　僕たちを見つめ 　ら休館し、黄金森の建物に移転します。新しい  きるようになりました。

　　　　　　　　しっかりしてよと言う 　文化センターは来年11月開館予定で、面積は    新しい文化センターは､緑の黄金森に抱かれ

　今の約2倍の1,800㎡になります。  町民や県民､そして全国に親しまれ､平和学習や

　　　　　　杜の土と　　 　　新館の常設展示は、「壕」  から入り  「南風原  歴史文化の拠点として育てていきたいものです。

　　　　　　杜の風と　 　の沖縄戦」  「戦後史」  「移民」 と続きます。

　　　　　　杜の雲が 　展示の特徴は、「沖縄の戦後史」をしっかり取り  　　　　　　　（南風原文化センター　　大城和喜）

 しているのである。

 ｢どけどけ、俺は死ぬぞ、どかないと怪我するぞ｣ と怒

 鳴りながら、安全ピンを引き抜いた手榴弾を胸に抱き

  ｢えっ､ではこれだけの戦傷患者をどうすれば良いの

 けれども、鋭い刃物のように私の心をえぐる。

 「これが戦争というものだ」　「これが負け戦なのだ」。

 衛生兵はそう言いたげに、耳を澄ましたまま立っている

  できた。その老人や婦人や子供達は、黙ったまま私

  の言葉待っている。 「そうだ。軍医も医師なら兵隊も

  人間なのだ」   医師がどうして患者を殺すことができ

  命令した。

　軍や病院に対する精一杯の抗議なのだ。

 　新垣班長は一日か二日遅れて出発するという。名護

 苦しいまでに立ち込めていた。

 　二百メートル位離れた小さな職員壕に戻り身の回り

 の整理を始めていると、 突然あまり聞いたことのない

 鈍い爆発音が患者壕から聞こえてくる。 側にいた衛

 生兵が「患者が自爆しているのですよ」 と教えてくれ  となって雨の中を南に向かって歩き出した。

 た。 患者は大陸や南方で見た負け戦の時の負傷者

 のみじめな最後を思い出して、自分の手榴弾で自決 せろとのことです」　

  ｢重傷患者にこれを飲ませ、 軽傷者は自力で撤退さ

　｢これです。 青酸カリです｣。　新垣班長は顔の前で薬

 発っていったが、 第三外科壕の横側の丘を登って小雨

 の煙る中に消えていく学徒隊を見送りながら、私は敗戦

  ｢米軍はもう首里郊外に侵入し､運玉森にも米兵の姿が

 双眼鏡で見えます」 と言いながら  「第三外科は先発隊

 に撤収し、本土防衛の目的で日時を稼ぎ戦闘を引き延

 と連絡を取りながら 、南部に撤退せよとの命令です｣  と

 　日本軍の首里防衛戦が、米軍の攻撃のために破綻を

 見せ始めてきた五月中旬のことである。

   五月二十日、南風原の陸軍病院に､敵に知られなく撤

 退せよ、との命令が届き、 逐次南部に移動することにな

 ばすことを、遂に軍首脳部は決断した。

 　翌々朝、第三外科の主任下士官である新垣班長があ

 痛感したのだった。

 という過酷な日が目の前にいよいよ迫ってきていることを

連載『閃光の中で』
沖縄陸軍病院の証言

  第三外科の南風原撤退　　前編

　　　　　　　　　　　　　　　　軍医見習士官　　長田　紀春

　　現在の南風原文化センターは今年12月末か

　　　　　　　　黄金杜の土の中　　　　　　　　　　　

 った｡ 私の勤務していた第三外科でも､まず主任の鶴田

 女子師範教諭の玉代勢先生､東風平先生に引率されて

 じりじりと迫ってくる米軍に対して、首里を放棄して南部

 れています」 と笑った。

 出身の伍長だが。実にしっかりしており、勇気と実力の

 の入った袋を振ってみせた。

青酸カリによる自決について

 すとのことではなかったのか」

  説得させたが、 歩行不能な患者には後日、 輸送隊

  ｢それが全然当てにならないとのことです｣　

   だ」　口に出す次の言葉をすっかり見失って私は黙

  ってしまった。

  中がいい。責任は俺が取るから」 と言うと、班長は低

 　歩行可能な患者は南部に下り､原隊を探すようにと

  い声で「判りました」と一言答えた。そして残っている

  ｢前の話では残りの患者移送にトラックや防衛隊を出

 中尉と衛生兵数名が先発隊として、 現地の実情調査や

 入居する壕の確保のために出発した｡ 続いて学徒隊が

  している壕の中に悲痛なうめきのような声が流れ､馬

 ある下士官である。 「後のことは新垣がやりますから先

 にどうぞ」 と言う彼にまかせて、 「頼むぞ、出かけよう」

  くなっている。  壕の中は混乱と諦めの空気が既に息

  小走りに動いていた、衛生兵や看護婦の姿も見えな

 たふたと息を切らせながら私の側に駆け寄ってきた。

 早朝、院長のいる本部壕へ命令受領に行ってきたのだ。

 ※来月は後編、「青酸カリによる自決」を掲載します。

 安心して死ねます」 と言いながら 「分けてくれとせがま

 浅黒い顔の表情を硬ばらせながら私に報告をした。

 壕の奥から上地上等兵も急いで近寄ってきた。

   土と風と雲と (南風原平和ガイドの会に送る詩)

　　　　　　　　僕の父に母に

　　　　　　　　僕達に呼びかける
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南風原平和ガイドの会

 南風原平和ガイドちゅ～しん
第８号

　第８号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄陸軍病院壕　平和ガイド通信

  私の顔付きを見て班長は  「青酸カリはどうしましょう

  か」とまた促す。 この時突然、私の胸の中に県立病

  院で診ていた､民間の患者さんの沢山の顔がうかん

  が向かえに来る予定としか言いようがない。   騒然と

  非常食の乾麺包を全員に直ぐ配るようにと衛生兵に

  鹿野郎という罵声が響く。 

  ようか。心の中でそう呟く。 「飲ますな、捨てろ。土の

 は大きく胸のあたりをたたいた。

 ｢俺も持っていないのによく手に入れたなあ｣　 ｢これで

 衛生兵､看護婦に声をかけた。 そして私を先頭に一列

 しめて爆死していく。その爆発の音が時間を置いて次

 々と聞こえてくる。音の大きさは米軍の砲弾よりも低い

 私の顔をじっと見ている。

 ｢軍医殿、青酸カリをやっと手に入れましたよ｣。衛生兵

　入れたことと､ 「南風原の暮らし」 を独立させ、

南風原文化センター移転



　第８号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 沖縄陸軍病院壕　平和ガイド通信 ②

 この度お忙しい中、壕を案内いただきどうもあり

 がとうございました。これまで何回か沖縄を訪れ

 ひめゆりの塔周辺や荒崎海岸、糸数壕や海軍

 力に頭が下がります。  壕へいきました。南風原にも４年前に一度来

 ましたが、そのときはまさかこのような壕の内部

 を見学させていただくことができるとは思いませ

 んでした。お話では壕の内部をなるべく戦争当

 下さい。  時のまま維持していくことは、時が経つにつれて

 暗すぎて何も見えなかった残念。

 1.足元が見えるようにしてもらいたい。  ただいた私たちが、次の世代へ過去にあった事

 2.パンフレットを見て内のようすを理解しようにも

 今まで糸数壕 ・ ガラビ壕 ･ 旧海軍司令部壕 ・  　周辺が見えないのでどうしようも無かった。

 ひめゆりの塔・他家族壕などを見ましたが、ここ  3.もつと明るくするように是非して欲しい。  私も自分なりに、今回の貴重な体検をしっかり生

 は衝撃的でした。 ※暗い穴を手探りで歩いただけ。感動が無い。  かしていきたいと思っています。

　　9月30日　　那覇市首里　　　男性　　70代  本当にありがとうございました。

　　　11月３日　　埼玉県富士見市　男性　30代

 ｢沖縄県民と連帯する府中の会｣ の１４名と観光

 会社の女性社員 （個人参加） の十五名で見学

 さけそうでした。  しました。来年はもう少しだけ参加者を増やして

 見学に行きたいと思います。

 ※  ガイドの方（女性）は、ヨドミなくしゃべり続け

 るのではなく、間(ま)を入れて、｢何か質問はあ

 りますか｣ という形にしたらいかがでしょうか。

　聞きずらい話しでした。

　　10月14日　　東京都立川市　　男性　60代

　平成20年10月23日午後６時３０分より、 定期総

  会が南風原文化センターで開催されました。

  28名の会員の皆さんが出席され、金城美根子さ

  んの進行で行われました。

　昨年から始まったガイドの活動を振り返りながら、

  沖縄戦と自分のかかわりを絡めながらの藤原会

　去る１１月１日、 『南風原村制１００年』の記念式典

　に出席した、カナダのレスブリッジ市のロバート・ター

　 レック市長（写真中央）が２０号壕を訪問しました。

　ガイドに質問しながら熱心に見学されました。

　２年目の活動方針では、入壕者数減への対策

　が話し合われ、「広報・宣伝部会」「学習部会」 　　長田 紀春著『福木の白花』　2003年、ニライ社

  振り返り、入壕者数減への対策を検討いたしま

 閉会の辞で総会は終了しました。

 ました。

 これからの活動に決意を燃やし､宮良副会長の

　ました。県民総ぐるみで開催された『教科書検

 来年１月から移転準備のため、文化センターが

 休館になる問題については､20号出口側に壕の

 模型を設置するよう要望することや､黄金森周辺

 も案内できるようにすることも検討され、みなさん

 の承認をうけました。

　 大城館長より ｢南風原町の史跡や文化そして

 黄金森を含む自然を案内する総合ガイドを､南

 案があり、この件もみなさんより承認をいただき

このメッセージを参考に、いかにして伝えていけるかを勉強しております。

 50年、100年先を考えると現状を保つのは困難

 かもしれません。だからこそ、壕を見学させてい

 をしっかり伝えていかなければ、壕の風化ととも

　　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よろしくお願いいたします。　(編集者)
　　沢山のご意見をいただきありがとうございました。

 この見学はずっと続けて欲しいです。多くの方が

 にか、 戦争のこわさを教えていただきたいと思い  非常に難しくなっているとのことでした。

 　 謹啓　中秋の候、南風原平和ガイドの皆様に

 南風原文化センター様

 術をしていたと聞き、 その場に立ってていいの

 は、健勝の事と存じます。

 先日、南風原２０号見学の際、川根さん（ガイド）

 ます。

　　　　　　　　　　　　　　宜野湾市　　　　宮城様

 にくわしく説明していただきありがとうございます。

 に看護学校について質問しましたら、調べて返

 事しますとの事で、 南風原平和ガイド通信(７号)

 今後とも、県外、県内の若い世代に、戦争とはな

レスブリッジ市（カナダ）

 あまり掲載されていないことは残念です。

　　　　11月２日　愛知県名古屋市　男性　70代

 ガイドの方の説明も大変わかりやすく、ここで手

 平和祈念館もまわりましたが、一般の案内書に

 案内の方の説明もわかり易く、翌日南部戦跡

 １９号の方を見ると、落盤で先がふさがり、本当に

 叫ぶ声がひびいていたのかと考えると、胸がはり  沖縄戦の悲惨さを肌で感じました。

 息子嫁孫達と来て壕に入って、戦争の悲惨さを

 負傷兵・・・・・ ｢学生さん、お水をください｣ とか、

 だろうか・・・・・・６３年前ここに入りきらない程の

 そのままの状態を見ることができたのが､なんとい

 うか複雑でした。

　した。

　また、昨年は平和ガイドの会学習会として、２回

見学者のみなさまからいただいたアンケートはガイドの励みになっています。

　長からは、ガイドの皆さんへ１年間の労をねぎら

 「機関紙編集部会」 の３部会が新たに組織化さ

平成20年11月10日

  う言葉と共に、『土と風と雲と』 の詩を南風原平

  稼動人数・入壕者の月合計などの統計をもとに

『南風原平和ガイドの会』20年度定期総会が開催されました

 見学し､学ぶべきだと心から思いました。

  長の挨拶 、 南風原文化センターの大城和喜館

  昨年一般公開をされてから 、 １年間のガイドの

  和ガイドの会に送られました。  風原平和ガイドの会で実施してはどうか｣との提

　　10月25日　　東京都江戸川区　女性　30代

 れ、部会長が選出されました。

　の学習会が行われ、 多くのガイドの参加があり

　定に対する県民抗議集会』 における仲里利信

　委員長へ激励文の提出､平和ガイド通信の発行

　などの報告がおこなわれました。
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 南風原町の姉妹都市

 教えることが出来ました。

 に戦争の事実も風化してしまうと実感しました。

　　　　８月２日　大阪市大正区　　女性　　40代

 ガイドさんの熱心な話しぶりに感銘いたしました。

 （大城さんと記憶しておりますが、間違ったらす

 みません）戦争のおろかさを忘れないための努

 文化センターからの帰りに、運転手さんが文化

 センターの内容を知らないことにおどろきました。

 広報の難しさを感じました、これからも頑張って






