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    　  肌寒く、お天気の悪い日々が続きますが、いかがお過ごしですか？沖縄は桜の季節になりましたね。

　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

    

　　　　

　第２３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄陸軍病院壕　平和ガイド通信

　　　　

平成22年2月10日

　　　　

南風原平和ガイドの会
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　　　 春はもうすぐ！です。　体調に気をつけて、元気に乗り切りましょう！！

　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　

　　　　

　　　　

 １月２３日（土）南風原文化センターにて表記の
とおり韓国の研究者を招いてのシンポジウムが
開催された。おりしも今年の６月には、当町にて
「戦争遺跡保存全国シンポジウム」が開催され
ることが決定しており、そのプレイベントとしての
性格を持つ催しともなった。シンポジウムには韓
国からの学生をはじめ平和ガイドや一般市民な
ど約５０人が参加し、興味深い研究内容に聞き
いっていた。　シンポジウムの内容は以下のとお
り。

発表
①太平洋戦争期日本軍の済州島駐屯と軍事施
設
　　季　允垳（済州日報探査チーム長）
②済州島日本軍軍事施設構築のための労務･
兵力動員に関する口述調査
　　黄　碩奎(済州歴史文化振興院研究員）
③太平洋戦争期済州島日本軍戦争遺跡の保
存および活用方策
　　金　東栓（済州大学史学科教授）
④済州の日本軍戦争遺跡を通じて平和を思う
　　趙　誠倫（済州大学社会学科教授）

なお、発表の詳細については資料集として報告
書が作成されているので、それを参照にして欲
しい。（南風原文化センター所蔵)

 ここでは当日語られなかった部分を補足的に
紹介しておきたい。
（ア）済州島について
　チェジュドと読む。韓国最南端の島、朝鮮半
島の南方約８０kmに位置する同国最大の島人
口約５０万。古代は独立国家で眈羅（タムラ）国
と読ばれていたが高麗時代（１１０８年）に併合さ
れた。民族的にも韓民族とは違う先住民族の

「州胡人」といわれ言語も異なる。近年では、韓
国のハワイとも呼ばれ同国最大のリゾート地とし
て発展著しい。お気づきだと思うが、あまりにも
我が沖縄と似通っているのにびっくりする。

(イ ) ヨンサン事件とは？
　報告のなかで何度か出てきたが、私達にとっ
ては、なじみが薄いと思うので補足しておきた
い。４・３事件と書く。
１９４８年４月３日に起きた事件で韓国の歴史の
中でも最も悲惨な重大事件に発展した済州島
民の反乱事件のことを言う。当時朝鮮半島は北
を支援するソ連、南を支援するアメリカとで激し
く対立していた。アメリカは反共保守の季承晩
に臨時政権を樹立させ南朝鮮を単独国家とし
て独立させようとした。それに反対した済州島
の住民が武装蜂起したが本土から鎮圧部隊が
派遣され徹底的な弾圧が加えられた。当時の
人口30万人のうち約８万人が犠牲になったとい
われている。その背景には前項で記したように
異民族である済州島民に対する根強い差別が
あったからだと言われているなお同時期(１９４７
年２月２８日）には台湾ではニニハチ事件と呼
ばれている大虐殺　事件が起きている。経過と
原因が相似形のように重なって見えてくる。マイ
ノリティーに対するマジョリテｲーの強権的対
応。琉球処分から今に至る日本国の沖縄に対
する対応もまた同じものにみえてくる。

  戦争遺跡の問題とはいささかはずれた論調に
なってしまったが、沖縄に住む私達にとって両
事件についてきちんと把握していなければなら
ない問題として書くことにした。
                               　　文責　安仁屋　真孝

 今年の６月に南風原町に於いて『全国シン
ポジウム』が開催されます。
  このシンポジウムは１９９８年に『第２回戦争
遺跡保存全国シンポジウム』が南風原町で開
催され、１２年経った今年あらためて本大会
『第１４回戦争遺跡保存全国シンポジウム』が
この地で開催されます。
  本大会は、①南風原町の戦争遺跡に対す
る取り組みや沖縄平和ネットワークの活動、さ
らに県内『平和ガイド』の活動を県内外に発
信する　②全国の戦争遺跡保存団体の活動
から学び、交流を深める　③戦争遺跡の文化
財指定の促進と戦争遺跡保存活用の理念と
方法の確立を図る　④戦争遺跡を通して次世
代に伝える取り組みの更なる発展を目的に開
催されます。
  私たちガイドの会は、平成１９年４月に設立
され物言わぬ壕の語り部として、戦争の本質
を常に多くの見学者に発信してきましたが、こ
のシンポジウムを機会に県内や県外の多くの
人々に伝えることができればと思っています。
  このシンポジウムで私たち平和ガイドの会
は、第１日目の交流会の運営をまかされまし
た。沖縄の料理を味わってもらい、舞台での
琉球舞踊を鑑賞してもらうために、会員の皆
様の知恵を出し合って楽しい交流会にしませ
んか。
　そして、全国の多くの仲間との交流を通して
知識を広げ、これからの活動の一助としてい
きましょう。
　開催日は６月です。多くの会員のみなさま
の積極的な取り組みをお願いいたします。
　
　　　　　　　ＮＰＯ法人南風原平和ガイドの会
    　　　　　　　　　　事務局長　　藤原　政勝

の運針布を上に上げられたことがある。その
時、私がどんなに傷ついたことか。こんなにい
い奥さんになっている私を先生に見せてあげ
たいものだ。
　三人の子ども達は家を出て、それぞれの道
を歩んでいる。主人と姑と私の三人、おばあ
ちゃんを学校（デイサービス）へ送り出したら、
あとはすべて私の自由な時間なのだ。急がな
くても家事は、すべて午前中に終わらせる自
信がある。
　この私の自由な時間をどうぞ少しおすそ分
けしますよという感覚で、いろんな所に顔を出
してみた。おかげ様で、今まで味わうことのな
かった充実感も味わうことができている。学ん
でおかなければいけないことも具体的になっ
てきた。沖縄陸軍病院南風原壕群20号のガイ
ドをすることによって、「一期一会」「日々是好
日」を身をもって感じているところである。

　寅年である。
　怖いものなんか何もないぞ、60才なんだか
ら！！といってみるが、実は60才になったこと
を自覚してはいない自分がいる。他人の60才
は納得するが、自分の60才は納得していな
い。
　本当に60年間、生きてきたのかなあとさえ思
う。
　戦時中だと、さぞかし皆様のお役にたてたこ
とでしょう。心をこめて「生きて帰れますように」
と一針、一針、千人針を縫ったと思う。（寅は千
里いって帰ると言われ、寅年生まれの人に針
を通してもらうと必ずや帰れるといちるの望みを
持ったときく）
　しかし私は、小学校5年生の家庭科の授業で
運針の練習中、先生に「まあ、まり子さん、貴
女、これじゃあお嫁にいけませんよ」と練習用

 　戦争をしていない65年間に生まれてきたこ
とを本当に幸福なことだなあと思う。
　人生には必ず苦労や悲しみが準備されてい
て、それを乗り越えることによって生きていくこ
との素晴らしさを思い知っていくものだが、絶
対に必要でない苦労こそ、戦争の引き起こす
悲劇だと思う。
　一人一人の生命をあまりにも悲惨に奪い、
人間としてのプライドも何もあったものじゃな
い。戦争の悲劇は人間にあまりにも大きなトラ
ウマを残しすぎる。どうぞ私だけでなく、私の
子ども達、私のかわいい孫のためにもこの平
和が続きますように。寅年の私が祈るから効き
目も少しはあるのかな？
　あっ、そうそう、遅くなりましたが、皆様にとっ
ても、素晴らしい年になります様、この寅年の
私、大嶺が祈っていることをお忘れなく。

　年男年女シリーズ第２弾！

大嶺まり子（南風原平和ガイドの会会員）　寅年です
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 かり､無事に生きておられるかしら､と思う時があ

 る。皆と共に高嶺､与座までなんとか歩いてきた

 が疲れてしまい一休みすることにした。

  右手の丘に馬の爆死しているのをみたが何の

 救急袋しか持っていなかった。

　　アンケートやお手紙でお聞かせ下さい。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。よろしくお願い致します。

　またボランティアの方が､大変親切に説明頂き

平成22年2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。これからも是非、皆様の貴重なご意見を

 いると聞きました。自分が琉大に合格したら何  とを教わりました。  沖縄戦の悲惨さは、十分知識を持ってはいま

 したが、今回初めて現地を訪ねることが出来ま  かお手伝いが出来たら嬉しいです。 　　　　　　　　　新里メリーサ　19歳　ブラジル

 した。病院壕が直接拝観出来るとは思ってい 　（※12/11琉大に合格することが出来ました｡    壕に入ったとき、坑木のあとを見て文化センタ

　　　　ありがとうございました。）  ーの模型を思い出しました｡ここにいたのは､大 なかったので、行って良かったです。

     　　 　　　　　　　　　１１月２０日　広島市　Ｉ・Ａ  変だなと思いました｡ブラジルも内戦などの争い

 感謝しております。有難うございました。  はありましたが、沖縄戦のように爆弾が上から落

　貴重な歴史遺産として後世に残して下さい。   文化センターに、昨年12月～今年３月上旬ま  ちてくることはありませんでした。沖縄戦はとて

 もっと沢山の人に見てもらいたいですネ！！  での約３ヶ月間、ブラジルから２名の南米移民  も悲惨だと思います。

　　　　　　１１月１３日　埼玉県朝霧市　 O・Y  子弟交流研修生が来ています。１月１５日に壕  　　　　　　　　　上地モニカ　24歳　ブラジル

 を見学した２人に、感想を聞きました。

　安仁屋さんに壕内で案内していただきました。

 出口で話された長田紀春さんの話がすごい印 　とても興味深かったです。壕が暗かったので終

 象に残っています。そのような方もいらしゃった

 んですね。観光案内ボランティアが年々減って  いました。ガイドの大城逸子さんから、色々なこ

 わらないかと思いました｡よくあそこにいたなと思

　 　

　　　　　　  的であった｡一升瓶の玄米を棒でつつきながら  「 何も食べていないでしょう 」　と言って、畑よ

　　　　　　　　 　 　

 いて、その中の砂川マサさんは班長として仲良  と私の三人で引率し、皆の後を追うことにした。

　　　　      「息子が大学に行っているが、卒業して帰って  り取ってきた泥だらけの小さいキャベツをちぎ

　　      来るのがたのしみだ 」　といきいきと話しておら  って塩もみしたのをすすめてくれたのが、しめ

　  れた。  りがちの気持ちの中に人の心の温かさがうれ

  勤務者の壕は現在南風原町役場のある所で、  しかった｡雨の降る中を患者を背負ったり手を  飯上げは衛生兵、看護婦、学徒らが各病棟よ

 壕入り口は東の方に（首里方面）向かい、患者  り炊事場まで出かけて行き､受領、配膳、さらに  ひいたりして山川橋を多くの人達と通りすぎた。

 壕は丘を越えた所で､三つは与那原に向き､裏  食器返納が行われた。どの病棟より遠い伝染  道の両側に民間人や兵隊の死体が黒くふくれ

 の方にも二つの壕があった。いずれも浅くて簡  病棟は大変だった｡動作の鈍い私は食後の食  あがって転がっていた。東風平あたりの大きな

 単に掘られていた｡第三外科の患者は比較的  缶洗いと返納をすることにした。一斗樽の食缶  岩の前を歩いていると地面に座り込んでいる兵

 軽傷の方が多かったのではないかと思う。  洗いは容易ではなく､飯粒が一粒でも残ってい  隊に呼び止められた｡襟章で上等兵だと分かる

　勤務者の壕は軍医､看護婦､雑仕婦の方々の  たらまた洗い直しである。十メートルほどの深い

 避難、休憩の場所であった。鶴田軍医は微熱  井戸からつるべで水を汲み上げ､縄をタワシの

 が続き気分が悪いといってほとんど壕を出られ  ように丸めたもので洗い流しは大変だった。

 ず寝ておられた。時々長崎におられる奥様や   三角兵舎に熱発で入院していた上地班長は

 お嬢様のお話をしておられた。  いつの間にか他へ転属していた。

　長田軍医は勤務者壕におられることは少なく   西平軍医中尉は熱性病のため伝染病棟で療

 ほとんど患者壕で看護婦や学徒と共にチーム  養されている間に原隊は移動し、原隊復帰が

 ワークよく傷病兵の治療をなさっておられた。  不可能となったとのことで､そのまま陸軍病院で

  私もたまに処置の際に灯りを持つくらいであっ  勤務されることになったようであった。

 たがお手伝いした。宮崎婦長には壕に入って 　

　南部撤退
　 婦長補佐の内間ヨシ子看護婦は、東北あたり   五月下旬、南部撤退の連絡が他科より遅く入

 からは一度も逢うことなくすごしてしまった。

 の方のように色白の大柄なきれいな方で､よく気  り皆バラバラで撤退することになった｡重症者に

　　 

 が利き看護婦、患者の面倒をよくみてくれてい  は迎えに来ると言い残し、歩ける快復者と脳炎

 た。雑仕婦の小母さん方五人は壕の奥の方に  の後遺症で失明の三人を安谷屋､大嶺看護婦

 で来た」　とのことだった。「元気で頑張って!!」

 く皆をリードしておられ､髪の自然パーマが印象  まだ後片づけをしていた国吉文子看護婦が

 ね、こっちよ」　と走り寄ってきたのが宮城初枝

 看護婦であった。気がついたら三人とも小さな

 感情もおきない｡散発的な砲弾と空からの銃弾

 が飛んでくる。その度に近くの岩陰や溝に入っ

 て弾を避けながら真壁から伊原まできて、やっ

 と壕をさがしあてた。夕闇のなかから 「よく来た

  四十六年経った今でもその兵隊の事が気にか

 と言う以外何もしてあげられなかった。

 両下肢切断の兵隊だった。「両手だけでここま

　     連載　「閃光の中で」
      沖縄陸軍病院の証言
 
    生と死の第三外科（第二回）
 　 第三外科婦長　具志　八重

12月21日（月）
11月26日に行われた『「壕ガイド活動充実」
に向けての話し合い』で話し合われました、
壕のガイドに対する謝礼金について、理事で
町長、教育長に要請に行きました。

字マップ製作！
2月末に完成予定の字マップは、各グループ
ともまとめの段階に入ってきています。どれを
字マップに入れるか、
どの写真を使うか、ど
のようなレイアウトに
するかなど、試行錯
誤が続いています。
完成をお楽しみに！

沖縄そば作り体験事業　開始！
南風原平和ガイドの会の体験学習事業とし
て、初めて沖縄そば作りが行われました。新潟
県の巻総合高等学校（１７日）と南星中学校
（18日）の生徒さんたちが参加。みんな自分で
作った沖縄そばを、どんぶりいっぱいに入れ
て、おいしそうに完食していました。
※沖縄そば作り体験できます。（有料）
詳細は、ガイドの会事務局までお問い合わせ
下さい。賛助会員募集！

４月から、ＮＰＯ法人南風原平和ガイドの会の
賛助会員を募集します。一口1000円。ガイド
ちゅ～しんの送付とガイドの会主催の行事の
ご案内などを予定しております。申込書は、
壕管理室とガイドの会事務所に置いてありま
す。ご希望の方にはFAXや郵送致します。ご
入会、お待ちしております！

事務所に電話が入りました！
今まで文化センターに繋いでもらっていまし
たが、ついに！ガイドの会事務所にも電話が
入りました。何かありましたら、お気軽にお問
い合わせ下さい。
TEL・FAX:098-889-2533
mail :
haebaru.gaidonokai@beetle.ocn.ne.jp


