
①
発行者

沖縄県南風原町字喜屋武２５７番地
南風原町立南風原文化センター内
　電話　　（098-889-7399）

　　　　　 できます。

　行われました。陸軍病院壕を中心に、南風原町全体のガイドが

 　上記の日程で、『総合ガイド・体験事業指導者育成の講座』 が

　ースをお伝えします！！

　　　　 町民を中心に、100名余が参加しました。

　９月１７日にＮＰＯ法人として登記、９月２１日に認証されました。

                     　　 ポジウムが開催されます。

                    

　いて」 を報告。また、吉浜忍先生は、「ガイド活動と南風原文化セ

　出来るように、勉強しました。

　　　　   調査して､その特色をまとめて 『案内書』 として発行しようと､字マップ製 　

　　　  　 作を開始しました。今年度は、兼城・ 喜屋武・ 照屋・ 本部 の４ヵ字の字

　　　　　 マップを製作予定。４グループに分かれて、調査中です。

　　

　　　　      『南風原の沖縄戦　沖縄陸軍病院壕』DVD（１１月３日）
　　            南風原文化センターの常設展示の内容を、映

　　　　　　していただきました。第二部では、祝賀会を開催しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　←お話をされる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　

　　　
　　　ＮＰＯ法人南風原平和ガイドの会発足　（９月１７日）

　　　　　　字マップ製作開始！！（１１月１０日～）

　　　　　　　南風原文化センターリニューアルオープン（１１月３日）

　　　　　 の準備をしていた南風原文化センターが１１月３日にリニューアルオー　　

　　　　　　　道路拡張工事によって、場所を現在の字喜屋武に移転し、オープン　　

　　　　　 プンしました。（詳細は第２０号記載）
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NPO法人　南風原平和ガイドの会

 南風原平和ガイドちゅ～しん
第２１号

　　　　　 院軍医だった長田紀春先生が詠んだ歌の碑が建立されました。　らNPO法人へ移行。理事長に赤嶺敏昭会員を選出しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　憲法９条の碑とともに、壕を

　　　　　　長田紀春先生『戦の悲惨さ刻む歌碑』（９月２７日）
　　　　　　　沖縄陸軍病院壕入口近く横の憲法９条広場に、沖縄戦当時に同病

　　　平成２１年　南風原平和ガイドの会　

　　早いもので、今年も一年が過ぎようとしています。今年最後のガイドちゅ～しんは、南風原平和ガイドの会のこの一年の１０大ニュ

　　　設立総会開催、ＮＰＯ法人へ（５月２２日）
　　ＮＰＯ法人南風原平和ガイドの会設立総会開催。任意団体か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見学される方にもご案内して

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　います。

　　　　　　　　　　                  『両の足 失ひし兵　病院を

　　　　　　　　　　　　　　　           探して泥道 這ひずり来たる』

　　　南風原の戦争を歩く　黄金森・２０号壕（６月２３日）
　　慰霊の日特別企画として､南風原文化センターと共催で 『黄金

　森の魂風に』 と題し、大城和喜文化センター館長や上地克也学

　芸員の案内のもと、黄金森とその周辺を歩きました。沖縄陸軍病

     　　　　　　ＮＰＯ法人設立認証祝賀会（１０月９日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平良啓子さん

　          像を通してより深く理解してもらおうと、戦時中の壕

　　　　　 の中を説明したDVDが製作されました。壕見学と併

　　　　　 せて見てもらうことで、当時の様子を詳しく知ることが

　 　　  　を開催しました。第一部は、『対馬丸』 生存者の平良啓子さんより、

　　　　 　『対馬丸とわたし』 戦争と平和について考えよう。との演題でお話を

　・ 『南風原ガイド総合講座』全６回　〔８月７日～９月１８日〕

　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　動を全国に紹介しました｡ なお

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来年の６月には南風原でシン

　　　　　　　ＮＰＯ法人南風原平和ガイドの会の設立認証を受けて、祝賀会

　　　　　　　町内を案内するために、各字の歴史や文化、産業、風習を聞き取り

　　第１３回戦争遺跡全国シンポジウムが長野県松代市で行われ、

　当会の会員でもある太田玲子さんが 「沖縄県内の戦争遺跡につ

　・ 『体験学習指導員養成講座』　そば作り講座　〔８月１日〕

　↑町内の文化財めぐり　　　↑そば作り講座　　　　　　↑修了式

　　

     戦争遺跡保存全国シンポジウムでガイドの会紹介！

　　　　　                                                               （８月）

　来年も充実した活動を目指して、今年以上に取り組んで参りたいと思います。来年もどうぞよろしくお願いします。

　　ガイドの会の会員の皆さん、おつかれさまでした。そして壕を見学にいらしゃった皆さん、応援してくださった皆さん、ありがとうございました。

　　　　　　　　　　↑勉強会　　　　　　　　　　↑調査中　　　　　　　　　↑調査中

　院壕は無料開放をし、南風原小学校から炊事場、飯上げの道等

　を通り、憲法九条の碑広場で奉納舞踊等が行われました。

　　　

　　　　　　　　

      『総合ガイド・体験事業指導者育成の講座』開催！
　　                                                （８月・９月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンター」 の題で南風原町の活
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これからも皆様の貴重なご意見を、アンケートやお手紙でお聞かせください。多くの人々で共有し壕運営の一助にさせていただきます。

　活動を行っていくために、会員同士の意見交

 換が活発に行われました。

　　　　　　　　　９月５日　熊本県　天草市　T､Ａ

　短信

  １1月２６日に「壕ガイド活動充実」 に向けて

  の話し合いが行われました。さらに良いガイド

　した。命こそ宝。

　爆撃の音、壕内の暑さ、におい、人間関係等

　解るように……・。

　　　　　　　　　１０月１５日　名古屋市緑区　H､Ｏ

　思います。二度と戦争を起こさないためにも!

　１９４５年の現地へ戻りたい。あまり観光化しな

　いで下さい。忘れてはいけない日本の原点で

 負傷した兵士の傷口にはウジが繁殖したり、一日

 狂ったようになってしまう学生さんもいたそうです。

   正直、今日沖縄に来るまでは、沖縄の海の美し

 だなと思ったり、実感した一日でした。

 した。私達と同じくらいの年齢で負傷した兵士の

 だり、さらには麻酔をしない手術の手伝いとして

 イドの方々からその悲しい事実をひしひしと感じ

 を聞いた時は思わず耳をふさぎたくなりました。

 に５、６本の手や足を切ったりろくな処置もされず

 切断する手や足を支えたりと、資料や現地のガ

　今日は改めて戦争は絶対やってはいけないこと

平成21年12月10日
毎回、多くの皆様から沢山のご意見をいただき、ありがとうございます。

　に残す戦争（平和）の意味として貴重なものだ

 世話をしたり、爆弾のふる中、壕へとご飯を運ん

 特にひめゆり部隊の方々の生活には胸が傷みま

 その一部を転載させて頂きました。

　　以下は一般の方からのおハガキです。

　　１１月１０日（火）に兵庫県の賢明女子学院高

　 戦争の遺跡をしっかりと保存されており､後世

　平和の花で満たされることを願っています。 　ありがとうございました。

　　　　　賢明女子学院高等学校 　（Ｈ、Ｍ） 　　　　　　　　　　　８月２０日　静岡市　Ｔ、Ｓ

　　普通の女学生が看護要員としてかり出され、 　　　　　　　　　８月２１日　広島県三沢市　ｋ、Ｍ

　と思います。　　

　息苦しい、重苦しい壕の中で傷ついた兵士の 　　

　手当やむごたらしい切断手術の後処理を、懸 　　お世話になりました。案内の方にとても詳し

　命にやっていたかと思うと涙があふれてくる。 　く説明していただき、臨場感を多少なりとも得

　日本軍の無謀さに怒りがこみ上げ、沖縄の犠 　られたと思います。

　牲の大きさを憂えずにいられない。 　　今後、特に小５の息子にとって色々なことを

　  パニック障害持ちの私は、入壕を随分ためら 　考える上での原点となればと思っています。

　　ありがとうございました。　ったが、ボランティアガイドさんのやさしい説明

　と熱い思いが伝わり、見学を無事終え感謝し                     ８月２８日　東京都文京区　k､I

　ています。ありがとうございました。

　 沖縄戦を風化させない為これからも皆さん御 　 当日は遅れてしまい申し訳ありませんでした。

　尽力下さい。 　道路渋滞がひどく、お断りの電話を差し上げる

 ど、今日行った南風原２０号壕で本当にこんなむ 　　　　      ５月１６日　うるま市　Ｍ、I 　べきか迷っていたのですが、今となっては見学

 ごいことがあったんだと体全体で感じました。 　させていただいて、本当によかったと思ってい

　 今日一日は目をそむけたくなったり耳をふさぎ 　私は大学で日本近代史を専攻しており、今年

 特に思ったことは壕の中はとても真っ暗で酸素が 　 豊見城の海軍壕は観光地化されすぎて戦争 　ます。実際に壕の中に入り、赤嶺さんの話を伺

 薄いということでした。こんな中で生活すると頭が 　のみじめさが伝わってこない。 　って、戦争のむごたらしい爪痕が私の心にも残

　の姿を残す努力をされており、懐中電灯で案

　 この施設は足下の整備が行き届き、壁も当時

 たくなるようなことばかりでした。しかし沖縄で起こ 　内されることは良いことであると思います。 　卒論で国家主義をテーマに選びました。

 ったこの悲しい事実を､私達はこれから平和な社 　 案内された大城さんの説明は分かりやすく､ 　 可能であればこれで､生涯研究を続けたいと

 会 を作っていく為にも、私達はこのことを忘れて 　戦争の悲惨さを伝えられる誠意を感じられま 　思っております。国家主義の否定しえぬ負の

 はいけないなと思います。「平和の火」の波のよう 　した。 　側面、一つの結論、重く重く受け止めました。

 に世界へ「戦争は恐ろしいものだ」ということを届 　　プレハブ小屋の当時の再現されたベッドは 　また、いつか必ず伺いたいと思います。

 けて欲しいです｡そして戦争がなくなる時代がい 　子供達にも理解させる事ができると思いました。 　本当にありがとうございました。

 つか来ることを願っています。 　　　　　　７月１３日　福岡県那珂川町　ｋ、Ｓ 　　　　　　　　　８月２８日　茨城県つくば市　Ｔ、Ｔ

　　　　　賢明女子学院高等学校      （N､K)

　 ６年ぶりの南風原町訪問は懐かしく､この交流 　狭い空間で手術や負傷者の看護を行っていた

　は､私自身の成長の原点だと再認識できました 　ことに驚きました。何をするにも命がけだったと

 さやおいしい食べ物､おみやげの事など､沖縄の 　また、１６年間で訪問した３００人以上の八幡浜 　思います。たくさんの方々がお亡くなりになり、

 表の面しか見ていませんでした。が、今日実際に 　市民も沖縄の文化に触れ、地域の大切さを感 　ご冥福をお祈りするとともに、平和を守っていく

 沖縄を見て、改めて戦争の恐ろしさを実感しまし 　じていると思います｡沖縄各地の地域資源を活 　ことを約束します。子供たちの代まで伝えてい

 た。 　かした取り組みや､もてなしの心､温かさを沢山 　きたいです。

　 日本軍は被害を受けてばかりだと思っていたけ                              ８月３１日　横浜市　M､I

 ど、歩いて動けない人には青酸カリを飲ませて殺 　 必ず､八幡浜市の町づくりに活かしたいと思い  

　収穫させていただきました。

 してしまったり、やむを得ずとはいえ心が痛むよう 　ます。　本当にありがとうございました。 　「戦争ほど残酷なものはない。悲惨なものはな

 なことがありました。また南風原文化センターでは 　　また、お会いする日を楽しみにしています。 　い」と小説「人間革命」の冒頭に書いてありまし

 学童疎開について「ヤーサン、ヒーサン、シカラー　　　　　　７月３1日　愛媛県八幡浜市　Ｍ、Ｙ 　たが、全くその通りの南風原壕群２０号の状況

 サン」という「ひもじいよ、さむいよ、さみしいよ」と 　でした。後世に語り継ぐことが私達の使命だと

 いう記述があったり、目をそむけたくなるような現 　 見学中暑さのため気分が悪くなり､ご迷惑をお

 実を目の当たりにして言葉が出なくなりました。 　かけしました｡本当に大城さん達お二人に親切

 られるのに、戦争の時、その法は通用しないので 　死を待つ兵士達を考えると、戦争の残虐さ、

　 しかし、人を殺し合う戦争をするのも人間だし、 　にして頂き感謝致します。

 また発端をつくるのも私達人間にほかならないの 　 息が詰まりそうな穴の中で、臭気（死臭）と暑さ

　 沖縄には何度か行きましたが、戦争の話をじっ

　の見学コースを継続されることを心から応援し

　ます。また、伺いたく存じます。

               8月３日　兵庫県芦屋市　K、A

 て永縁の平和を願い努力していくことではないか 　くり聞いたのは初めてでした。

 と思います｡いつの日か､全世界が武器ではなく、 　 とても分かりやすい説明で心に残りました。

 等学校の第２学年の皆さんが見学に訪れ、１１月

 ２５日発行の学年通信が発送されてきました。

 上戦の現実を知り、語り継ぐことによって真のそし

 た。 だからこそ､今私達にできることは､沖縄の地

 いかにありがたいことであるかを思い知らされまし

 争いもない平和な社会に暮らしていけることが、

 なのも私達人間です。 そう思うと、今私達が何の

 狂ってしまう兵士さんたちを相手にしていたことな

 とることができました。とても狭い壕での生活ぶり

　されたような何とも言えない気持ちになりました。

 しょうか。そんな事も思いました。 　非人間さを痛感しました。

　 幸せな平和な社会を作り上げていくことが可能 　 体感することは大切です。ご苦労でしようがこ

 です。現在人を一人殺すだけでも重い罪が与え 　の中で働き、または、手足を切られてベッドで


