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文化の力  た。　 そのうち、こうした交流が　「平和の文化」  病院壕を見学するために本土から来てくださる
ひめゆり平和資料館　古賀　徳子  （他の文化に心が開かれている。人間の尊厳と  方々や、 修学旅行の中高生、休日を利用して

 　私が初めて沖縄を訪れたのは佐賀大学教育学  違いを慎重する。対立や争いを非暴力的な方  来てくださる地元沖縄の方々を案内させて頂く

 部２年生のとき、１９９０年でした。  法で解決する。）につながるものであることを理  たび、 「自分も、もっと真剣になろう」  と気持ち

 そのとき、ひめゆり平和資料館や沖縄県平和祈  解するようになったのです。  が引き締まります。

 念資料館を見学し、博物館のかび臭いイメージ   私は１月からひめゆり平和資料館に移り、新た   私は、まだ駆け出しなので、先にガイドを始め

 吹き飛ばされました。優しく語りかけてくれる体験  な場所で平和教育に取り組むことになりました。  た先輩方や、 時にはお客さまから戦争につい

 者に心が揺さぶられ、 博物館が現代の私たちに  南風原文化センターで学んだこと、特に「文化  て教えて頂くこともあります。最近は､こういった

 平和のメッセージを伝えていることを、知ったので  の力」　を大切にしていくつもりです。  一人ひとりの出会いにも、感謝するようになりま

 す。それから何度か沖縄を訪ねるうち、沖縄県平  みなさま、今後ともよろしくお願いします。  した。　 こちらで平和ガイドをしていなければ、

 和祈念資料館の平田守さんに、 「南風原文化セ 　　　　　　　　　　　　　　（翁長まゆみ編集員）  決して、 会う事もなかったかもしれない人に出

 ンターっておもしろいよ」 と教えてもらいました。
ガイド紹介

 逢える。 これからはこういった出逢いを大切に

 　１９９３年に研究生として沖縄国際大学に入学し  活かし、もっと上手くガイドできるようになりたい

 南風原文化センターに足を運ぶようになりました。 　３　期　生　　　　嘉数　聡  と思います｡みなさま､よろしくお願い致します。

 字宮平や字照屋の戦災調査に参加し、翌年から   私は、南風原平和ガイド３期生の嘉数聡と申し 　　　　　　　　　　　　　　（翁長まゆみ編集員）

 町史編集室の嘱託員として働き始めたのです。  ます。  作年の９月から、こちらの壕のガイドをさ

 南風原町の文化課には南風原文化センター、文  せて頂いています。  南風原町で育ちましたが 　　　短　信

 化財、町史編集室の担当があり、教育普及・調査  ご先祖様が南風原にいた訳ではなく、いわゆる  １月１９日文化センターの移転にともない解体

 研究・史跡保存がうまく連携していました。  新住民のようなもので、まだまだ南風原町につ  工事に入る為、  赤嶺敏昭さん、安仁屋真孝

 これは他の市町村にない特徴で、沖縄陸軍病院  いて知らない事が多いのが現状です。  さん、嘉数聡さん、藤原政勝さんの４名で、壕

 南風原壕郡の調査や保存、活用にも生かされて   このガイドを始めてから南風原について学び､  の模型を解体しました。

 います。  また平和について､真剣に考える機会が多くな  ２月中に２０号壕の出口広場に組立予定です

  私にとっては関心があった戦争や平和をテーマ  ったので、これからも頑張りたいと思います。  ２月２３日金城美根子さん、大城律子さん､大

 にした企画だけでなく、戦後史展、民俗芸能交流 　ただ、正直にいうと､私がこちらの平和ガイドを  嶺まり子さん、 藤原政勝さんの４名で南風原

 会、字展、アジア展、美術展など、 文化に関わる  を始めたきっかけは、 純粋な平和活動の動機  町内の公民館12ヶ所に、２０号壕の見学促進

 さまざまな取り組みが大きな刺激になりました。  に拠るものではありませんでした。どちらかとい  の為、パンフレットの配布を行いました。

 南風原文化センターでは、ブラジルの人もアイヌ  えば将来、学芸員になるための練習場という軽  前回の１１月に続いて２回目です。広報・宣伝

 の人も喜屋武の人も文化でつながることができま  い気持ちで講座を受けたようなもので､戦争と平  部会は２ヶ月に１回は､このように町内をまわっ

 す。自分の村や文化に誇りを持ちつつ、だからこ  和について学び、伝えていく活動をされている  て見学を町民の方にしていただくよう、依頼を

 そ他の文化に敬意をはらえる、でもぶつかり合い  方々からすると、不純この上ない動機だったの  することにしています。

 もある、それによって新たな発見が生まれる・・・・  です。  今現在もあまり純粋な気持ちでガイドを  南風原文化センターの住所が変わります。

 そういう交流の場面に戸惑いながら居合わせまし  しているとは言えないのですが、この南風原の 　　〒901-1113　　南風原町字喜屋武257

連載『閃光の中で』
 三、兵舎…………………県立第二中学校  士官､衛生兵の教育を行い､目前に迫ってきた
 病院各部の編成は次のとおりである。  実戦に備えた 。入院患者の増加に伴い軍医、

沖縄陸軍病院の証言  本部…病院長　　　　　軍医中佐　廣池文吉  下士官､兵の招集が増え、また、看護婦、筆生
沖縄陸軍病院の編成と戦況推移(前編)  　　　庶務課長　　　　　軍医中佐　佐藤悌次郎  雑仕婦の現地よりの雇用が増加した。

薬剤中尉　 平 岡  浩    　  経理課長 　　　　 主計中尉　佐藤千年男  ■ 昭和二十年二月 　重傷者以外の患者は三

 　　　教育課長　　　　　軍医大尉　仲本将栄  角兵舎に移された。 師範女子部､一高女性徒

 ■沖縄防衛軍として第三十二軍が結成されたの  　　　衛生材料課長　　薬剤中尉　柳沢猛  が特志看護婦として、病院に配属されることが

 は、昭和十九年三月二十二日であり、戦闘部隊 　　　 診療科長　　　　　軍医大尉　佐々木修一  決まり健康診断を行った。

 が沖縄へ輸送され始めたのは五月以降である。  　　　　外科診療主任　軍医中尉　比嘉堅昌  ■ 二月中旬以降、 空襲の回数規模が増大す

 　昭和十九年五月、動員令により熊本陸軍病院 　　　　 内科診療主任　軍医大尉　目源逸  ■ 三月二十四日、 米軍の艦砲射撃が激しく

 において球一八八〇三部隊が編成された。  　　　　伝染病科主任　軍医中尉　嘉手川重達　  なる。同日夜、師範女子部、一高女性徒が陸

 ■五月下旬 、病院長廣池文吉軍医中佐を初め  病院を開設  （ 眼科、耳鼻科は内科に、歯科は  軍病院に配属された。
 とする先発隊は那覇に到着し、中城湾要塞病院  外科に含まれる ）  してからは管下部隊や通過  ■ 三月二十六日､米軍､慶良間列島に上陸す

 （与那原小学校の場所にあった病院で院長は目  部隊の傷病者を治療収容した。

 源逸軍医大尉）を吸収合併し､那覇市樋川にあっ  ■ 十月初め、南風原分院を開設（南風原国民

 た開南中学校に二等陸軍病院を開設した。  学校校舎を使用）した 。 分院長は佐々木大尉

 また、県立第二中学校（現那覇高校）を兵舎とし  で、 玉城薬剤中尉も配属され、 病院用諸機材

 て使用した。   も船舶にて到着した。 　　　　　  　　    　陸軍病院
 ■六月初め、那覇において､将校､下士官、兵を  ■ 昭和十九年十月十日、米空軍による空襲で 　　　　　　　  　　　 分院地図
 招集し看護婦､筆生､雑仕婦を民間より採用した。  本部のある開南中学校、 外科の済生会病院、

 ■六月下旬、陸軍病院本体が船舶により那覇に  兵舎として使用している、第二中学校は爆撃に

 到着した。 そして下記のごとく場所を分散して任  よって破壊炎上した。  病院全部隊は南風原分

 務活動を始めた。  院に夜を徹して移動し、同地で空襲による負傷
 一、本部、内科、伝染病科…・・開南中学  者多数を治療収容した。
 二、外科……………………・・済生会病院  ■ 十一月、球部隊管下の軍医予備員、衛生下 　　　　　　　　　　　　　　（安仁屋真孝編集員）



第１１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄陸区軍病院壕　平和ガイド通信 　 平成21年2月10日 ②
今月は平成２０年１１月２４日に、茨城県立佐和高等学校２年６組の皆さんが平和学習として、陸軍病院壕を訪問してくださいました。

そして壕に入って感じた思いを、４１名の皆さんがアンケートハガキに書き込み送ってくださいました。有難うございます。
４１名の皆さんのご感想を前半と後半に分けて掲載をさせてもらっています。今月はその後半の部分をご紹介いたします。

 壕の中は涼しいと思っていましたが、暑かったの  きたいと思います。  我々の世代とすれば、衝撃の事実でありました
 でびっくりしました｡  壕の中で発掘された薬品が 　　　　　　　　　Ｔ．Ａ  沖縄戦の本質を追求する良い機会になりました
 生々しく感じました｡ 約７０mの壕の中で１００人も　 　　　　　　　　　Ｈ．Ｙ

 の人々が暮らしていたのも驚きました。　  今まで、教科書やテレビの情報でしか沖縄の

 狭くて暗い闇の中に死ぬまで居るなんて<僕には  戦争を知らなかったので、実際に病院跡地を  戦争はもう何があっても繰り返してはいけない

 無理だと思いました。  ガイドさんの話は知らない  見学してみて、当時の人達の過酷な生活を知  事だと、本当に思った。私が大人になっても若

 ことばかりでとてもためになりました。  ることができました。今私達が普通と感じている  い人達には一度来て欲しいと思った。

 死んでいった人たちの為にも 、戦争はもう二度と  ことも当たり前だったんだなと思いとても悲しく 　　　　　　　　　Ｆ．Ｓ

 おこしてはいけないと思いました。  なりました。でも、知る事も大切なんだと思いま
　　　　　　　　　　Ｓ．Ｍ  貴重な体験をありがとうございました。  壕の下が補強で上がっているとはいえ天井が

　　　　　　　　　Ｔ．Ｍ  低かった。

 戦争がこんなにも近くて、残酷で悲惨だったとい 　　　　　　　　　Ｍ．Ｙ
 うことを改めて知りました。  ただ、ただ、切なくなりました。重傷の人達を
 戦争の時代のこの壕の中の様子を教えてもらっ  毒で殺す。しかも仲間が。  戦争でどんなつらい生活をしてきたのかがわか

 てそれを想像するとすごく怖くて苦しくてどうしょ  あの暗闇と同様戦争で見えてくるのはないと  った。 　　　　　　　　Ｙ．Ｎ

 うもな気持ちになりました。  感じました。あの中で１００名余りの人達が二
 最後手元のランプを消すとほ んとうの暗闇で何  ヶ月も生活していたなんて信じたくないです。  ガイドさんが戦争のことを細かく分かりやすく説
 も見えませんでした。今、外で普通に歩けるとい  とても残念です。今も紛争が続いたり、人の  明してくれて､改めて６３年前に戦争があったと

 うこと、太陽の光を自由 に 浴びれるということ、  争い殺し合いは絶えません。僕は心から平和  いう事を身に感じました。

 すごく幸せなんだと 知れました。  を願いたい。  戦争を体験していない自分にとっては戦争とい
 私達と同じ年代の人たちが看病していたのだと 　　　　　　　　　Ｔ．Ｔ  うも のがどんなものなのか想像しがたい事だけ
 思うと胸が苦しくなりました。  ど､例え国の為であってもやっぱりあってはなら

　　　　　　　　　　Ｓ．Ｍ  この壕の中では、米軍が火炎放射器で中に  ない事だと思う。

 いる人を殺したという残虐な出来事があった  今日は忘れられない体験を、する事ができまし

 戦争の生々しさや激しさがとても伝わってきた。  ことを知りました。私はこれから戦争はあって   た。　ありがとうございました。

 戦争は二度と繰り返してはいけないことであり、  はならないと思いました。 　　　　　　　　　Ｙ．Ｙ
 他国同士の戦争というおろかな行為ははやく 　　　　　　　　　Ｔ．Ｋ
 辞めるべき なのではないかと思った。  壕の中が全て手堀ということにとても驚きました｡

　　　　　　　　　　Ｓ．Ｓ  口で言うほどあまくないとおもいました。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｎ．Ｔ
 説明つきで分かりやすく実感も違いました。

 あんなに真っ暗な中で治療するなんてすごいと  もっと多くの事を知り、今後の自分の知識を高  以上佐和高等学校の皆さんのアンケートでした
 思 うし、すごくつらかったと思います。  めたいです。今回修学旅行の中で学べた事に  大変ありがとうございました。
 同じ女性として彼女たちをとても誇りに思いまし  とてもよかったと感じさせられました。もっと沖縄

 た。  の事を知り次の世代にも語り続けられたらいい  以下は一般のお客様のアンケートです。
 今日は丁寧なご説明ありがとうございました。  なと思います。　　　　　　　　

　　　　　　　　　　Ｓ．Ｓ 　　　　　　　　　Ｔ．Ｉ　  以前より壕群の存在は文献等で知識としては
 知っていましたが、現実に体験すると、当時の

 陸軍病院を見学して戦争の怖さを改めて感じま  真っ暗な中で生活をしていたと思うと想像する  人々の極限の状況をひしひしと感じさせられま
 した。自分の心の中で一番残っているフレーズ  のが難かしかったです。今では考えられない事  した。とても貴重な史跡と思いますので、末永く
 が 「戦争がおこると人が人でなくなるということ」  ばかりだったので驚く事がおおかったです。  後世に伝えられることを望みます。
 この言葉の意味がガイドさんの話を聞いてよく分  女性の方がとても丁寧にいろんな事を教えてく  突然の訪問にも関わらず、ガイドさんの丁寧な
 かりました。味方が味方を殺すという戦争は日本  れたので、戦争についてとても勉強になりました  応対に感謝します。
 しかやってないのも驚きました。  ありがとうございました。 　　　　　　　　　　11月１０日　八王子市　男性
 本当に今回の壕見学でたくさんのことを学びまし 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｔ．Ａ

 た。そして戦争はあってはならぬと改めて考えさ  当日は予約時間よりも早､く到着したにも関わら
 せられました。  正直、壕の中に入るのに少しためらいがあった  ず、早めに見学させていただきありがとうござい

　　　　　　　　　　Ｔ．Ｔ  しかし、昔の悲惨な状況を知るのは大切だと思  ました。

 った。実際中に入ってみると痛々しい日本の傷  私も戦争を実際には知らない世代ですが、ガイ
 壕の中はおもっていたよりも暗く、狭くてあんな　  を感じる事ができた。今後の平和のためにも、も  ドの方も若い方で、思いを込めてガイドをして下
 所に人が住んでいたと思うとそうさせた戦争は、  っと多くの人に入ってもらいたいと思った。  さいました。 これからもどうぞ悲惨な戦争が美し
 してはいけないことだと改めて思った。  貴重な体験をありがとうございました。  い沖縄であった事を、次の世代へも永遠に語り
　 　　　　　　　　　　Ｔ．Ｙ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｎ．Ｒ  つないでいっ てほしいと思います。　
　 １１月１５日　横浜市　男性
 バスガイドさんや、その見学地のガイドの人が  天井が低くて歩くのが大変だったけど、昔あの
 とてもよく戦争のことや壕についての説明をして  中が病院だったと考えるととても大変な環境だ  こちらの壕以外にも、豊見城の海軍壕やクラシ
 くれたので本当によく分かりました。  なと思った。  ンジョウなど見学にいきましたが、一番当時の
 実際に中に入ってみてとても真っ暗でこんな中で 　　　　　　　　　Ｎ．Ｔ  人々の生活が感じられる壕でした。今後、大学
 生活をしていたなんて信じられないし、やっぱ  での研究に参考にします。
 り 怖いなあと思いました。今、自分達がこうして明  壕の中での当時の実態を懇切丁寧に解説して  ガイドをしてくださった金城さん、仲宗根さんあ
 るい世界にいることは本当に奇跡であって本当  下さいまして有り難うございました。  りがとうございました。
 にいいことなんだなあと感じました。私は今ま　  麻酔薬がなくなったさいにも手術を実行してい 　　　　　　　　　　　１1月6日　　　　川崎市　女性
 であった戦争の事を忘れずに心に残してお  た事、上官は頑丈な壕に入っていた事など、

　　　　　　　　　　　　　（安仁屋真孝編集員）
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