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　　また年男年女代表ということで会員の友利さんに、新年の抱負を述べて頂きました。みなさん、ありがとうございました！！
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 南風原平和ガイドちゅ～しん
第２２号

　　　　平成２2年も、南風原平和ガイドの会をどうぞよろしくお願いします。新年号ということで、みなさんから新年のご挨拶を頂きました。

　                                      寅年を迎えて 友利恵徳（南風原平和ガイドの会会員）

　

                　　　　　新年のご挨拶
　　　　　   南風原町長　城　間　俊　安

 
　
　　　新年明けましておめでとうございます。
　南風原平和ガイドの会の皆様には、これまで
南風原町の貴重な文化財である沖縄陸軍病
院南風原壕群20号のガイド活動を通して、多く
の見学者に平和の尊さと命の大切さを語り継
いでいらっしゃることに対して心から敬意を表
します。
　昨年からは、NPO法人としての活動も開始さ
れ、今後の活動展開には大きな期待を寄せて
おります。特に「シマじまガイド事業」において
は、各地域に遺されてきた貴重な文化的財産
の調査や諸先輩方からの聞き取りなども行い、
それをまとめ上げた地域マップを基にして、今
後は集落ガイドが展開される計画があることも
聞いております。
　また、今年の6月には、第14回戦争遺跡保存
全国シンポジウムが南風原町において開催さ
れます。新たになった南風原文化センターを
軸にして県内各地で活動されているガイドの
会や全国で戦跡の保存に取り組んでいる団体
とも、この機会に交流を深めて会の発展に繋
げてほしいと願っています。
　本年も多くの方に壕のガイドを通して戦争の
実相を伝え、平和について考えていただき、
平和の礎である人と人との交流を通して、NPO
法人南風原平和ガイドの会がますます発展す
ることと、会員お一人お一人のご健勝とご多幸
を心よりお祈り申し上げて、新年のご挨拶とさ
せていただきます。
 
　　　　　　　　　　 2010（平成22）年1月吉日

　新年おめでとうございます。今年の干支はトラ。トラは一日に千里も
走る体力があるようですが、今年の年男である私の体力は衰える一
方です。私は60年前のトラ年に宮古島の久松で生まれ、そこで小学
6年生まで過ごしました。当時の久松は、半農半漁の静かな集落で
した。
　明治28年の日露戦争時、この静かな集落が騒然となったのでし
た。東郷平八郎率いる日本海軍は、バルト海から極東を目指して出
港したバルチック艦隊の動向を一刻も早く掴むため、情報網を張り
巡らせておりました。こうした状況下、宮古島の遠方をバルチック艦
隊が航行しているのがわかったのです。しかし、当時の宮古島には
電信局はありません。そこで久松の漁師5人でサバニを漕いで電信
局のある石垣島に渡ることになりました。5人は苦難の中、やっと石垣
島に辿り着き「敵艦見ゆ」の電報を打ったのでしたが、その前に日本
の船舶によってその情報は打電されていたのでした。残念ながら5人
の命がけの行動は、忘れ去られました。
  時は過ぎ、昭和になってから5人は「久松五勇士」として国から

表彰されたのでした。日本が本格的な戦争に入っていった頃
です。こうした時代の背景を考えると、5人を勇士として表彰したの
は単なる表彰だとは思えません。権力者たちはいつの時代でも英
雄をつくり、戦意昂揚に利用するからです。久松の5人の漁師の
勇敢な行動もこうしたことに利用されたのだろうか。
　5人の中の一人は私の祖父ですが、祖父の記憶はありません。
でも血筋でしょうか、若い頃の私は海に憧れて船員という職業を
選びました。40代半ばに今の職業（個人タクシー）に就きました。
そこで仕事に生かすために、沖縄戦を学び始めたのですが、沖
縄戦の実相を知れば知るほど衝撃を受けました。学んだことを伝
えたいためにガイド活動も始めました。
  さて、今年はトラ年。トラにもいろいろなトラがいるようですが、ハ
ワイの真珠湾で発せられた「トラ・トラ・トラ」  というトラもおりました。
そのトラによって沖縄をはじめ全国民が悲惨な目にあいました。あ
のようなトラを再来させてはならない、とあらためて思う年男です。

　　　　　　　　　　元旦の朝
　

                 南風原文化センター館長　大城和喜

除夜の鐘と共に
２００９年の幕が降りたと思ったら
東の海からひまわりのような陽が昇り
２０１０年の正月の朝がやってきた
　

僕はムラの人達と
広場に集い年のはじめの歌を大合唱し
両手を持ち上げてかぎやでぃ風を踊り
青い空に思い切り深呼吸をした
　

そして  玄関にしめ縄を飾り
庭を掃き清めたところで
元気な声で孫達がやってきて
庭中を力いっぱい走り回った
　

家にあっては
ボリュームいっぱい古典音楽を流し
仏壇の祖先達にウチャトーを入れ
アートートゥと両手を合わせた

　新年おめでとう御座います。２０１０年のはじ
めです。先の詩は、僕の元旦の朝の様子で
す。正月は、新鮮で改まった気分になるもので
す。
　ガイドの会の皆様の正月はいかがだったで
しょうか。
　ガイドの会にとっても、今年は飛躍の年にな
ると思います。昨年度は、NPOを起ち上げ、壕
だけでなく多方面への展開をめざし鋭意、取り
組んでいることに敬意を表します。
　文化センターの活動、とりわけ壕の公開活用
は、皆さんに支えられています。心から感謝し
ています。NPO結成、二年目の今年はその真
価が問われることになると思います。
　皆さんの活動は、南風原の血管に熱い血を
流し、南風原の動脈硬化を予防し、健康で明
るい元気な南風原をつくる源です。拳も振り上
げずハチマキも締めないで、いつまでもその
活動が続き、またガイドの会の益々の発展を
心から祈念します。

「今年は何か　いいことあるごとし　元旦の朝
晴れて雲なし（啄木）」

     平和ガイドの活躍の年に
　

南風原平和ガイドの会　理事長　赤嶺敏昭

   輝かしい新年を迎えおめでとうございます。
  さて、南風原町は全国に先がけて沖縄陸
軍病院南風原壕群を戦跡として文化財に指
定され20年が経過いたしました。
　町当局、町議会、文化センター館長・職員
及び学芸員の皆様方のご尽力により、20号
壕を公開して２年半、町内外をはじめ全国
から２万６千名余の方がすでに訪れておりま
す。
　ご承知のとおり南風原町は、いち早く非核
平和宣言を行い、修学旅行生の学習の場と
しても利用され、当時の学徒隊（ひめゆり及
び鉄血勤皇隊）や壕掘作業した方々も続々
と訪れております。
　私は南風原町で生まれ、南風原で育ち地
元の歴史文化等を知りたい願望が強く、浅
学非才の身であり恐縮ながら、琉球王国の
歴史は元より南風原の歴史、文化、民俗、
伝統行事、伝統工芸等も知りたいとの思い
でガイド養成講座を受講し、各々の専門分
野の先生方から勉強させていただきました。
　南風原平和ガイドの会は、総合ガイド事業
を立ち上げ、壕のガイドだけでなく、これか
らは南風原町全体のガイドを行っていきま
す。
　先人の残した貴重な歴史と埋蔵文化、緑
豊かな自然、黄金森（南風原の自然の原
点）等散策しながら、非風の丘、飯あげの
道、仏ヌ前、憲法９条の碑、鎮魂の鐘、20号
壕へと案内します。
  また次世代を担う子どもたちへ平和の尊さ
を発信し伝えていこうと思います。
　今年6月には第14回戦争遺跡保存全国シ
ンポジウムが南風原町にて開催されます。
多くの皆様の参加が予定されております。
　年頭に当たり、本年も皆様方の御健勝と
御多幸を心より祈念致します。

　　　　　　　　　　　　　　　平成22年１月吉日
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　      第三外科婦長　具志　八重

 医学校で銀時計を御下賜にあずかられた頭脳

 皇陛下よりの御言葉で軍隊では絶対であるか

 とのことであった。断れば辞めなければいけな
 いし、家族は疎開していて帰る所がない、と困
 っているところへ宮城初枝看護婦に勇気づけ
 られて申告を済ませた。その時私の申告を聞
 かれた方は仲本大尉殿であったように思う。
   その頃より負傷者が次々とかつぎ込まれるよ
 うになり、従来の外科が第一、内科が第二、伝
 染病科が第三外科となった。今まで使用して

 栄に､喜んでお願いをした。その時の年齢２６歳。  いた国民学校が消失した後、三角兵舎も危険
 になったため、皆で掘った壕に入ることになっ

 た。いつの間にか診療主任の嘉手川軍医は

 転属となり、鶴田基行軍医が配属になってい
 た。壕は勤務者、患者用とに分かれていた。

  ら受けなさい。そして早く申告をしてくるように」

　　　　　　　　　　　　　　　←文化センター側から

  しかし､いつも控えめで無口な赤嶺ヨシ子さん

　　 

 教室）  職員は嘉手川軍医を主任として上地宗    私は検査室の手伝いのみでなく週二回位の
 次郎衛生兵長、山川衛生曹長、看護婦の上江  夜勤があり、馴れない勤務に不安であった。

 われた。
  勤務は病理検査室で、伝染病棟隣接の十坪位

 の別の建物であった （ 南風原国民学校補修科 　「婦長を命ず」にとまどう

 任、嘉手川重達軍医中尉へ紹介状を書いて下  をもってテキパキと与えられていた業務の処理
 さった。もちろん御国のためにご奉公ができる幸  を行っていた。その姿は頼もしく羨ましくさえ思

 いか」とすすめられ､那覇の開南より南風原国民  前後の彼女達は､他の病棟婦長よりきびしいと
 学校へ移動していた陸軍病院伝染病科診療主  言われていた他県出身の宮崎婦長の許で自信

 見朝計先生より「何れ医療人は軍に協力するこ    伝染病科の看護婦はほとんど沖縄県立病院
 とになるから軍病院に行った方がいいのではな  の卒業生と日赤乙種看護婦の卒業生で､１８歳

　国の方針で医療人は他県への疎開は許され  看護婦を呼び出して話しあっている宮崎婦長
 なかった｡職場の上司であった地方技師の大宜  の姿を見受けることもあった。

 陸してくるようになり､那覇市民が北部､中部、南  かれたドラム缶風呂となり、兵達の行水の場に
 部へ、また他県へ疎開を始めた。  なっていた。また皆の前で言えないことなのか

 のを見て、うすうす沖縄は戦場になるのではな  絨毯を敷き詰めたようで、疲れた目を休ませて  ないかと思い､日頃から看護婦や兵隊から信頼
 いかと感じられた｡日本の軍隊が次々沖縄へ上  くれた｡国場川より流れる支流の水は草原に置  されていた新垣班長に相談したら「命令とは天

  その頃より､他県から来ていた職員が公用また  ていた立派な青年将校であった。  また婦長の経験もない者にそのような重責な業
 は病気を理由に家族と共に沖縄を離れていく    検査室の裏は広い原っぱで、青々とした草は  務ができるはずがない」 何とか訂正してもらえ

 まで私が勤務していた県兵事厚生課済生会支  崎婦長がおられるのにどうして私が」　「何かの
 部の業務も不可能になってしまった。  明晰の方で無口でおとなしい誰からも尊敬され  間違いではないか 」  「 軍隊というのも知らず、

  昭和１９年10月１０日の米軍機動隊による大空  うストレス解消の場にもなっていたようである｡い  染病科婦長を命ず」の通知を受けた｡「寝耳に
 襲で旧那覇市はほとんど壊滅状況になり、それ  つも顔をみせておられた野口角太郎少尉は軍  水」とはこんなことを言うのだろうか。「立派な宮

 あいとして楽しかった｡勤務が終わると他科の兵  のような心やさしい人であった。
　軍属となり伝染病科勤務  隊達も検査室に集まって､家族のこと等を話し合    やや病院生活に馴れてきたある日、突然「伝

　　　生と死の第三外科壕（第一回）  の血液検査、検便が主であったが、軍人らしく  壕に移動してからは受け持ちの患者の紹介や
 ないおだやかな軍医の許での勤務は和気あい  死亡患者の処理を共にする等教会のシスター

　　　　　沖縄陸軍病院の証言    業務は、腸チフス、アメーバー赤痢、脳炎等  が自分の当直の日時に組み入れてくれたり、

  　　　　連載　「閃光の中で」  洲ミツ子さんがいた。

　  　　　　　　　　　　　　　　　　     13:00開会

 ご参加下さい。

 　日時 ： 2010年1月23日（土）　12:00受付 

「済州島の日本軍遺跡の保存と活用の現状」

 短信
 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　離れた場所に設置）

　　　　　　　部を下る道から少し

　　　部を下る道

　

　　　20号壕への丘陵→

　　　　　　　　　　　　　　　　　を上る道

　　　　　　　　　　　　　　　　　20号壕への丘陵部

　　　　

平成22年1月10日

　場所 ： 南風原文化センター

　現在でも日本軍の遺跡が残っている済州島、

 その保存と活用について４名の研究者による　

 報告があります。ご都合が合う方は、是非、

　　　　←新たに設置した

　　　　　　階段の通路

　　　　　　（20号壕への丘陵

  現在の文化センター前の飯あげの道や、文
化セ ンターから２０号壕へと至る飯あげの道
の整備状況については、多くの方が違和感を
覚えていらっしゃるとともに、南風原町の姿勢
や文化センターへのご批判があるのも事実で
す。それについて、これまでの経緯を記しま
す。
　南風原文化センターは、２００９年１月まで黄
金森の北側にありましたが、町道25号線の拡
幅工事に伴って移転することになりました。そ
の場所が現在の黄金森西側の飯あげの道沿
いです。南風原町は、県内他市町村と比較し
て町面積が小さい上に町有地も少ない、その
ため移転先は町の事業として整備が進められ
ている黄金森周辺が有力となり、土地の確保
ができそうな場所３案が候補に挙げられまし
た。
　用地選定で重要となったのは、黄金森の生
物学、民俗学、平和学的な資源と南風原文
化センターとの相関性でありました。これを総
合的に考えた結果、現在地が最も適した場所
と判断して、当該地を公園内に新規で取り込
んで黄金森公園内に建設することとなりまし
た。
　しかし、建設規模や建物の形状（丘陵の景
観を損なわないよう平屋を選択）から現況の
地形ではままならず、丘陵部を削るか盛り土
造成するかの選択が迫られ、丘陵を削ってし
まうと、基盤層である泥岩の性格から地滑りが
誘発される可能性が高く、また黄金森丘陵の
地形や植物などといった自然環境に影響が
大きいということから、丘陵部には極力さわら
ないようにして低地を盛り土によって造成する
方法が選ばれました。しかし、盛り土をするこ
とで今度は飯あげの道の７０メートル程が埋
まってしまうことになる。役場内では、字喜屋
武の炊事場から黄金森へとつながる途中の
県道をくぐってトンネル状になっている部分
（戦後、県道が飯あげの道の上を横断するよ
うにして設置されたため、道はトンネル状に

遺った）までも埋めてしまい、歩道橋で空
中を渡した方がいいのではないかなどの
意見も出ましたが、文化財保護委員会や
文化センター企画運営委員会とも協議を
重ね、どうにか県道下のトンネルを残して
そこから盛り土造成された地上に階段で上
り出る方法で決着することになりました。確
かに当時の道は盛り土の下に埋まってしま
うことになったのだが、そのルートの上面を
たどる方法で飯あげの道を活用していきた
い。
　また、２００９年には新文化センターから２
０号壕への丘陵部を上っては下る部分の
整備が行われました。これについても公園
整備担当課と町文化財保護委員会、文化
センターとが検討会議を重ねて出した結
果が、
　
１．文化センターから「悲風の丘」の碑を通
り過ぎて丘の頂上部までは、戦後になって
セメント舗装されていたものの上に石灰岩
の石張りを設置する。
２．頂上部から２０号壕へと向かう下り坂に
ついては、当時の様子を唯一とどめてい
る場所であるため、現状保存する。
３．２の現状保存によって､雨天時でも公
園利用者が安全に歩くことができるように
新たに設置する歩道は２の現道から距離
を置き景観を損ねないルートで新規に階
段の通路を設ける。

という三点を確認して整備が行われまし
た。
　壕と同様、飯あげの道も当時のままを基
本として、後世に遺していくことが望まし
いのですが、壕の見学者以上に多い黄
金森公園施設利用者が安全に散策でき
るようにという公園管理者である町の責
任において整備が行われた次第であり
ます。
　　　　　南風原文化センター　上地克哉

　飯あげの道の整備について

※今月号の来壕者のアンケートのご
紹介は、誌面の都合上、お休みしま
す。
ご了承下さい。


