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 が、那覇市にあるホテルが定宿になっており 「戦  などを知ってもらう追体験学習。　このような物を

 友会」 の友人と会うことができ、戦争のことについ  主体に据えた生活と歴史、そして平和の体験型

 て腹を割って話し合った。  学習を多くの住民と進めていくガイド活動。

　今の自分の周囲には、戦争の話は長男 （現在  ②　はえばるやってみよう体験事業

 ６０才） には、話すとよく聞いてくれるが、２番目、   南風原文化センターを拠点に 『沖縄そば』 『島

 ３番目の子供には話していない。  とうふ作り』 季節限定の 『黒砂糖作り』、沖縄の

 周囲にも戦争の話しを聞く人はいないし、敢えて  文化と芸能を体験してもらう 『琉球舞踊』 『琉球

 語る必要のない環境にある。  三線』 や南風原町特産の 『絣織体験と小物作

　沖縄戦で多くの若い子供のような生徒さんや看  り』 など、町内の住民、団体、農家の協力を得て

 護婦さん、民間人の方が亡くなったのに、兵隊の  行う物づくり体験学習事業。

 自分が生き残ったことに、 今でも後ろめたく平身  ③　ガイド・体験事業指導者育成の講座事業

 低頭して謝りたい気持ちです。   総合ガイド養成講座・物づくり指導員養成講座

　 戦友の殆どが亡くなり、今回が 後の来沖、二  の開催。

 梨県から川崎 （神奈川県） に移住した。  度と沖縄へは来られないと思っている。  ④　字マップの調査と出版事業

  今日はよくしゃべった  。こんなに戦争について   町内案内の為に、各字の歴史や文化、産業、

 話した事はない。　ありがとうございました。  風習を聞取り調査をして、その特色をまとめて

  その後、スクラップ業を営んだが酒もタバコも飲  『案内書』 として発行する。

 まず、わき目も振らずに働いてきて、経済的余裕   志村十吉さんの体験談は、今回で終了いたしま  ⑤　企画・広報事業

 が出て来た頃、沖縄の事を思い出した。  す。志村さん貴重なお話を有難うございました。  ⑥　町内特産品の紹介・販売事業

　　　　　　　　　　　　　（安仁屋真孝編集員）

 沖縄戦は、一番鮮明で忘れられない時代であっ

 た。 　　　　NPO法人南風原平和ガイドの会  放をし、南風原小学校から炊事場、飯上げの道

  １９７２ （昭和４７） 年、摩文仁の丘の 後に隠れ  経由で、憲法９条の碑広場での奉納舞踊のイベ

 ントに１００名余の方が参加をされました。

  ６月２２日に設立総会で、次のような事業計画が

 が、近所の岩手県出身者の紹介で、岩手日報を  承認されました。

 通じて遺族を探す事ができた。  今年はこの計画に沿って､ガイド事業を進めてい

  戦後、数十年たって甥二人が遺骨を引き取りに  きますので、よろしくお願いいたします。

 きた。

   この時  「一緒に岩手に来て欲しい。」 と、言わ 　①　はえばる地域おこしガイド事業

 れたが仕事もあるので考えていたら、妻よりの勧   県内外から南風原町を訪れるお客様に､沖縄陸

 めで岩手に行き、 戦友の葬儀や納骨式に出席  軍病院壕を軸として､黄金森や文化センター、町 　　　　　上　仏の前碑前で説明

 する事が出来た。  内の字公民館などで､戦中、戦後の話を体験 　　　　  を聞く参加者

　 １９７２ （昭和４７) 年以降、毎年来沖をしている  者から聞き、違う地域の産業や習慣・風習・歴史 　　　　　左　飯あげの道を登る

　　　　　参加者

 かもしれないが）　思いだせない。  長が治療班で運搬するように」とのことである。

　 四月下旬頃からは、前線から送られてくる負傷  二つは書類がぎっしり入っており、一つは薬品

 兵の手術と処置で、看護婦さんは病棟壕には全  や衛生材料だったので、それを仲里順子さんに

 く顔も出さず、 看護一切、蛆とりまで学生で頑張  背負わせ、私は重い方の書類をかつぎ、雨で

　　沖縄師範学校女子部本科一年  っていた。  ぬかるんだ坂道をころげるようにして下る。

　　　　　　　　津波古ヒサ（旧姓岸本） 　 目大尉は病棟壕に交替で帰ってくる学生に声  少し目を凝らしてきび畑の方をみると米兵が銃

 をかけていたし、治療に学生だけで行く時は、良  をかまえて座っている。背すじが寒くなり手足は

　津波古ヒサさんら学徒隊四人は、死体を担架に  く情勢を見て、「それ行け」 など送り出すこともあ  ガタガタ震えて、生きた心地もしない。

　載せたまま壕を出る事ができず躊躇していたら  った。 　 肩にくいいるような書類の重さも忘れて、無我

　真玉橋婦長さんがさっと死体を抱きかかえて壕 　目大尉はなかなか外には出なかったが、こ  夢中で照屋の部落から山川橋まで一目散に走

　の外に出てゆかれた。  んな時は泰然としておられた。  っていった。

（前回後半部分大略） 　 桐原婦長は生徒に注意したいことも直接言っ    山川あたりからやっと避難する民間人に出会っ

 たことはなく、すぐ側に立っていても、看護婦を  てほっとした。 　　（安仁屋真孝編集員）

 　「すみません」 と頭を下げると「四人が怪我した  通してものを言う人であった。

 らどうする」 と小さな声で言われて奥の方へ行か 　 五月二十四日、いよいよ南部に撤退の日、

 れる。一命を取りとめた思いで深く頭を下げて感  後まで十六号壕に包帯交換に行き、帰ってみ  奉納の舞

 謝した。 そのことは、軍医もみておられた。  たら看護婦さんもみんな立ち去った後で、手術 　『柳』

  生徒は誰々だったか （あるいは亡くなられた友  場に木箱が三つおかれて、衛生兵が 「桐原婦   金城美根子さん

　　（ガイド会員）

沖縄陸軍病院の証言

戦争と沖縄陸軍病院（後編）

　第1６号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄陸軍病院壕　平和ガイド通信

　 ８７年間の生涯の中で、生と死が隣り合わせの

 南風原平和ガイドの会

 南風原平和ガイドちゅ～しん
第1６号

元日本兵 志村十吉さんの歩み

　 １９４７(昭和２２)年1月、日本に戻る 後の船で

　  捕虜になり収容所は、 初は石川 （うるま市）

  当時の町内には沖縄出身者や朝鮮人が多く住

　 郷里に帰り２年位経って結婚をしたが、郷里山

平成21年7月10日

 た場所に行き、土を掘ると人の遺骨を見つけ、布

 にくるんで持ち帰り、骨壺に収め供養をしていた

　６月２３日慰霊の日、沖縄陸軍病院壕は無料開

聞取り記録　第三回

 山側に収容された。処分する弾薬は多かったの

で、海へ廃棄する作業など、土方よりも細かい作

 ことはない。」  と船上で思った。

（　ガイド　藤岡羊子　聞き取り　）

 牧港を出た。「これが沖縄の見納め、二度と来る

 次は楚辺 （那覇市）、 後は牧港 （浦添市） の

 業をさせられた。

連載『閃光の中で』

　平成２１年度事業計画

 んでおり、飾らない労働者の町だった。



第１６号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄陸区軍病院壕　平和ガイド通信　　 ②

　　20号保存に努力している皆さんに感謝申し上  沖縄ではまだ戦後は終っていないこともを知り、  　二度目の入壕となりました。今回は金城さんの

 げます。 当然、ガイドを努めていただいた皆さん  良い体験旅行になりました。そして・・・･その思い  案内で一年ぶりに見学をしましたが､今は何もな

 についても感謝申し上げます。  を、朝日新聞 「声」 の欄に投稿し、６月２０日に  いのにとても狭く感じ、圧迫感が強いことを再確

 　保存する努力と公開を通して世に広めていくこ  掲載されました。（大阪～中国地方のみ）徳島の  認しました。 

 ことのむずかしさを痛感しました。  ガイドさんありがとうございました。    大変な衝撃は、わずか一年の間に天井に彫ら

 以前､現地に入った時と比べて､崩壊が進んいる 　　２００９年４月２３日　広島県　　　男性　７０代  れた 『姜』 の文字が見えにくくなり､直接ライトを

 ように感じます。この矛盾をどう克服していくのか､  当てられないとのこと、その人がそこにいた貴重

 私も真剣に考えていきたい。    幼い頃、米軍の砲弾を受け、こめかみの辺りと  な証､みたものの責務をあらためて感じています

   ありがとうございました。  手を負傷した。　 父に連れられて南風原壕群に    その人のことをよく覚えていた女学生はすでに

　　2００８年12月２日　東京都北区　男性　４０代  行き手当てをしてもらった。　傷の深さは子供心  亡くなったと、ひめゆり同窓会事務局で伺いまし

 にさだかではないが、命を助けてもらったと感謝  た。なおさら聞取り追体験の必要を感じています

 　羽田空港にて仲程シゲさんや他の人々とお会  している。 今回所用で近くに行ったので数十年  　ガイドのみなさま、とても大切なことをされてい

 い致しました。昭和１６年生まれの私は沖縄の惨  ぶりに尋ねた。　 忌まわしい戦争の記憶の中で  ます、これからも、よろしく願いいたします。

 状を伺いする事も出来ず、実際の戦争犠牲者の  壕で受けた親切は忘れない、ありがとう。 　　２００９年５月１日　　北海道　　男性　３０代

 皆様を目の当たりにして､深い同情を感じた次第  そして犠牲者の方々に合掌。

 です。  群馬に戻り、あらゆる知人に南風原の話 　　２００９年５月１５日　沖縄県　　　男性　７０代  　先日、初めて訪れてびつくり致しました。

 をしています。協力できる事は何でも致します。  同時にこんな狭い所に､何百人の人々が怪我を

　　２００９年１月２３日　群馬県　　　男性　６０代    ５月２６日は雨の中、管理人さんやガイドさんに  おい、また重傷の人々がいたという事は、ほんと

 熱心に案内して頂き本当にお世話になりました｡  うに又びっくりです。

  　雨の日の２人組みの男性です。    若輩者ながら、戦中下の事を同じ患者としてい  　ただ安らかに眠ってくださいと祈るだけでした。

 雨の中､しかも突然のご連絡差し上げたにも関わ  ろいろと考えさせられることが多く、上手く言葉に  当日私は壕の中ですごく気分が悪くなり赤嶺さ

 らず、有難うございました。  はならないですが、本当に帰り道バス停まで歩く  んには大変失礼いたしました。

  厳重な様子から､文化財保護の難しさと大変さを  中、子供達の声 （学校）が聞こえてきて、平和の  　少しはなしが長すぎたような気が致しましたが

 尊さを感じました。　  憲法の大切さ、多くの方が  如何でしょうか、大変有難うございました。
 　どんな思いで戦時下を生きたのか、想像させら  理解される世の中であると良いと思います。  頑張ってください。
 れる時間となりました。  皆様の御健康、遠くの地よりお祈りします。 　　２００９年５月８日　沖縄県　　男性　年齢不明

　2009年２月２６日　東京都杉並区　男性　２０代 　　２００９年５月２６日　北海道　　　女性　２０代

 　友利恵徳さんにガイドして頂きました。今まで

 　壕内の狭さにおどろきました。　この中で多数  　修学旅行で行かせてもらいました。初めての場  何ヶ所か戦跡に行ったり、本やインターネットで

 の人が生活していたのはおどろきました。  所でしたが、とても有意義でした。  沖縄戦について調べたりしていましたが、友利

 　神奈川県では、ほとんどの人がこのような場所    壕に見学に行く前に､長田さんの沖縄戦での体  さんのお話はとても分かりやすく、勉強になりま

 が保存されている事を知りません。  験をお聞きし、とてもよくわかりました。  した。父と夫の３人で行きましたが、今回の旅行

   知ってもらう為、話します。  「戦争とは、人間が鬼になることです」 とおっしっ  で一番印象に残っているのは、友利さんのお話

　　２００９年２月１９日　横須賀市　　男性　６０代  たその真意が、１６歳の時の体験から涙がでるほ  だと３人とも言っています。 もっと沢山の人に訪

 どよくわかりました。 事前に見ていた映画 『ひめ  れて欲しいと思います。

 　平和の鐘がそこにつくられたこと､とても大事な  ゆりの塔』 で、なぜ雨が降るのに、しかも夜移動   お体に気をつけてガイドのお仕事頑張ってくだ

 ことだと思います。  するんだろうか、夜なのにどうして明るいんだろう  さい。

 　こちらに住んでいると、改憲の話が多く、９条は  か、と思っていましたが､照明弾のこと､昼間は爆 　２００９年４月２５日　愛知県　　　女性　３０代

 『非現実的』などと笑い飛ばす風潮があるので・  弾が夜以上にすさまじいことを知り 、現実のこと

 ・・・勇気をいただきました。  だったと改めて認識しましした。  　友利さんにガイドして頂きました。

 　ご案内ありがとうございました。   ビニールハウスの模型 （マネキンにびっくりしま  とても詳しくご説明頂き、非常に勉強になりま

　　２００９年３月３０日　横浜市　　　女性　４０代  したが） 実際の大きさが分かり、見れてよかった  した。　ありがとうございました。

 です。　ありがとうございました。 　２００９年４月２５日　愛知県　　　男性　３０代

 　宮古から中部空港への乗り継ぎ時間を利用し 　　２００９年５月１２日　兵庫県　　　女性　４０代

 て２０号を見学しました。短時間でしたが親切な  　今年で沖縄に来るのが、２００７年、２００８年、

 ガイド付きでありがとうございました。  時間的に  　先の日は、お世話になりました。文化センター  ２００９年と３回目になります。

 余裕をもって再度見学したいと思っています。  が建て直されるとのことで、見学出来なかった事  　娘夫婦に連れられて、いろいろな所を見学し

  昨年南風原文化センター、今回壕２０号へ行き  が残念ではありますが、又伺いたいと思います。  ました。私は沖縄戦の事を知っているつもりで

 ましたが、 那覇空港のタクシーの運転手さんが  その時は、時間に余裕をもっておきたいと、今回  も、まだまだ知らなかった部分もあり、ガイドの

 場所が分からないらしく、２回とも逆に迷い困りま  痛感いたしました。  友利恵徳さんの分かりやすい説明で、胸にジ

 した。 （十数分行ったり来たりでした） 歴史の事  　帰りのタクシーを配備していただき、ご迷惑を  ーンと来る、お話ばかりで本当に来て良かった

 実を知る事ができるすばらしい所なので、『タク  お掛けいたしました。  と思いました。

 シー運転手さんがすぐ分かるようになればなぁ』  どうぞ皆様、お体にはくれぐれも御自愛ください   これからもお元気で、多くの人達に伝えて欲し

 (飯あげの道も歩いてみたいし､井戸も）いろいろ  ますよう有難うございました。  いと思います。本当にありがとうございました。

 見たい知りたいこといっぱいです。 　　２００９年５月７日　福岡県　　　　女性　５０代 　　２００９年４月２５日　愛知県　　男性　６０代

 ありがとうございました。

　　２００９年３月３０日　愛知県　　　女性　６０代   私の父も沖縄戦で摩文仁で昭和２０年６月１４日

 戦死いたしました。　見学して悲惨であり、戦死

 　先に、思わぬ出会いから、糸数アブチラカマを  された人を心より御見舞したいと思います。

 知り訪ねました。 そしてそちらのガイドさんより南  孫をつれて再度参拝に訪問したいと思います。

 風原壕を知り訪ねました。  説明ありがとうございました。

　　２００９年５月２日　愛知県　　　　男性　７０代

先月号までは特集を組んでおり、アンケートをいただいて掲載することが出来ませんでしたが、今月号ではその一部を掲載させてもらいます。

 　沖縄にはまだこのような壕＆ガマが戦跡であり

 感じると同時に、戦争の重々しさを感じました。

平成21年7月10日

　掘り出せし頭蓋
ずがい

を持てば砕
くだ

け落
お

ち

　　　　　自決せし戦友
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　　　　　　　　　　　　長田　紀春


