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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･FAX/098-889-2533

　梅雨の季節に入りましたね。毎日、湿気が多く、すっきりとしない天気が続きますが、いかがお過ごしですか。

 忙しくなりそうです。会員の皆さんのご協力、よろしくお願いします！

　第２６号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄陸軍病院壕　平和ガイド通信 平成22年5月10日
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２6号

　mail/ haebaru.gaidonokai@beetle.ocn.ne.jp

　 ５月は壕の団体予約が多く入っていたり、来月の戦争遺跡保存全国シンポジウムに向けての準備があったりと

　

　来月６月１９日（土)～２０日(日）に、南
風原町で第１４回戦争遺跡保存全国シ
ンポジウムが開催されます。
　戦争遺跡保存全国シンポジウムは、
全国の戦争遺跡について、その保存・
活用、次世代への継承を考えることを
目的に、1997年第１回大会から毎年開
催しています。(右記「これまでのシンポ
ジウム開催場所」参照）
　南風原大会は1998年の第２回大会
以来、１２年ぶりの開催となります。今
回の南風原大会が１２年前の南風原
大会と大きく異なる点は、①沖縄陸軍
病院南風原壕群２０号が一般公開さ
れていること②私たち南風原平和ガイ
ドの会が発足し活動していることがあ
げられます。全国でも、住民と行政が
一体となって戦争遺跡を保存・公開し
ている例はめずらしく、南風原町は戦
争遺跡保存・公開の先進地であるとい
えるのではないでしょうか。
　６月１９日（土）当日は、午前中の基
調報告シンポジウムのあと、３つの分科
会に分かれ、それぞれの分科会の
テーマに基づく報告や意見交換が行
われます。

第１４回　戦争遺跡保存全国シンポジウム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-南風原大会-

第１回　１９９７年
　長野県長野市松代町
第２回　１９９８年
　沖縄県南風原町
第３回　１９９９年
　京都市立命館大学国際平和ミュージ
アム
第４回　２０００年
　高知県南国市
第５回　２００１年
　神奈川県川崎市・横浜市
第６回　２００２年
　山梨県甲府市山梨学院大学
第７回　２００３年
　大分県宇佐市
第８回　２００４年
　千葉県館山市
第９回　２００５年
　長崎県長崎市
第１０回　２００６年
　群馬県みなかみ町
第１１回　２００７年
　東京都国立市　一橋大学
第１２回　２００８年
　愛知県名古屋市　名古屋大学
第１３回　２００９年
　長野県松本市　松本第一高校

これまでのシンポジウム開催場所

NPO法人南風原平和ガイドの会
平成２２年度　定期総会

平成２２年５月１９日（水）
午後６時半～８時
（定期総会８時終了のあと歓送迎会を予定）

賛助会員募集！
平成２２年度ＮＰＯ法人南風原平和ガイドの
会の賛助会員を募集しています。
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・講習会のご案内な
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。
　
　ご希望の方は‥
　　　　南風原平和ガイドの会
　　　　０９８－８８９－２５３３　　まで

　　　　　　　第１４回
戦争遺跡保存全国シンポジウム
　　　　南風原大会　要項
2010年６月19日（土）～２０日（日）

会場：南風原町中央公民館ホール
　　　　南風原文化センターホール
主催：南風原町、戦争遺跡保存全国
ネッワーク、沖縄平和ネットワーク、南
風原平和ガイドの会

大会テーマ
『ヒトからモノへ-戦争遺跡の保存・活
用、次世代への継承を考える-』

本大会の目的
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図る。

日程
６月１９日（土）
9：00～12：00　開会集会　シンポジウム
13：00～16：30　分科会
17：30～20：30　交流会
６月２０日（日）
9：00～10：00　全国ネット総会
10：30～15：00　分科会
15：30～17：00　閉会集会
17：00～18：30　オプション①沖縄陸軍
病院南風原壕めぐり
６月２１日（月）
9：00～17：00オプション②戦争遺跡を
歩く

参加申し込み受付
◇全国からの参加者
戦争遺跡保存全国ネットワーク（長野県）
　　　　　　　　０２６－２２８－８４１５
◇沖縄県内の参加者
第１４回戦争遺跡保存全国シンポジウム
南風原大会事務局
　　　　　　　　０９８－８８９－７３９９
　　　（南風原文化センター内）

※参加費（資料代）など、詳細は、お問
い合わせ下さい。

第１分科会は『保存運動の現状と課題』、
第２分科会は『調査の方法と整備技術』、
第３分科会『平和博物館と次世代への継
承』[ガイド活動を中心に]がテーマとなっ
ています。（日程の詳細については下記
の要項参照）
　私たち南風原平和ガイドの会は、第３分
科会「次世代への継承」（ガイド活動を中
心に）においての発表と、オプション①沖
縄陸軍病院南風原壕めぐり、交流会を担
当することになりました。先月４月２４日
（土）には、ガイドの会のシンポジウムの
開催に向けての役割についての説明と
話し合いが行われました。今回、話し合
いに参加出来なかった会員にも、ガイド
の会事務局からご協力をお願いすると思
いますので、ご参加よろしくお願いしま
す。
　また一般の方のご参加も大歓迎です。
シンポジウムに関心のある方がいらっしゃ
いましたら、是非ご参加下さい。
　戦争遺跡全国シンポジウムまであと１ヶ
月余りとなりました。私たち南風原平和ガ
イドの会にとって、多くのことを学べる絶
好の機会です。みんなで協力して、シン
ポジウムを盛り上げていきましょう。
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　これまで紙面でも経過を報告してきま
したが、このたび４カ字のマップが完成
しました。
  南風原町内にある「兼城」「照屋」「本
部」「喜屋武」４カ字の旧跡、名所、歴
史などがコンパクトにまとめられており、
各字、地域を探索するときに、役立つ
ガイドマップです。それぞれ地域の特
色が出ている字マップとなっています。
 
完成までの道のり
  まず、町内「兼城」「照屋」「本部」「喜
屋武」の４カ字の中から、各自調べた
い字を選択することから、字マップ製作
は始まりました。
　　　　　　　　　　　　↓
担当字が決定したところで、南風原町
史第六巻「南風原シマの民俗」などの
資料を参考にしながら、字ごとに調べ
たいことをピックアップしました。
　　　　　　　　　　　　↓
調べたいことをもとに、公民館や地域
の人、織物工房などを訪ね、お話を伺
いました。調査を進めながらも同時に、
字マップに掲載する事項を検討してい
きました。
　　　　　　　　　　　　↓
聞き取り調査・文献調査も終了し字
マップに載せる内容が決まったところ
で、今度はどのようなレイアウトにする

　字マップ完成！

  前号（２５号）でご紹介したピースウｫーキング
に参加した南風原平和ガイドの会会員でもあ
り、はえばるYouth代表の福広太郎さんに感想
を寄せて頂いたのでご紹介します。（ピース

ウｫーキングの詳細は、前号をご覧下さい。）

 
　私は、「沖縄戦を知るピースウォーキ
ング」に３月２６日と４月３日に参加し
た。
　３月２６日は米軍が最初に上陸したと
いう阿嘉島に行き、戦跡等を歩いて巡
り話を聞いた。阿嘉島では、初めて知
ることが多く勉強になった。４月３日に
は、「敗走地を歩く」ということで、南風
原文化センターを出発して、八重瀬岳
を超え、平和祈念公園まで約１７㎞を
歩いた。
　正直とても疲れた。ましてや６５年前
なんて道も今みたいには整備されてお
らず、好きな時に水も飲めず、米軍の
攻撃に怯えながら逃げるなんてとても
辛く恐ろしいものだったろうと強く感じ
た。このピースウォーキングを通して、
６５年前の沖縄戦を本当に身体で感じ
考えることが少しはできたと思う。そし
てこれからの平和学習は、今までのよ
うな「バスに乗りその戦跡地に行き話し
を聞いて終わる。」ではなく、沖縄戦を
身体の五感で感じ、追体験することに
よって深く考えることが必要だと感じ
た。

ピースウｫーキングに参加して
　　　　　　福広太郎（はえばるYouth)

 南風原町シマじま案内
 
所要時間/120分
料金/お一人500円　[４名様から実
施]
 
文化センターを軸に、南風原町の文
化、沖縄の文化を平和学習とともに
知ることが出来ます。
　実際に南風原町の集落を歩くこと
で、目で見て肌で感じることができま
す。
   お問い合わせは‥

       　　098-889-2533
　　　（南風原平和ガイドの会）まで

か掲載する文章を作成し、写真を撮り選び
ました。
　　　　　　　　　　　　↓
　レイアウト・イメージを印刷屋さんに伝え、
形にしてもらいました。
　　　　　　　　　　　　↓
何度も校正を重ね、 完成！
　
　仕事をしている人、他の活動があって忙
しい人など、スケジュールを合わせるのが
難しい中、楽しみながら制作に取り組んで
いた方が多くいらしゃったように感じまし
た。
　調査をしていく中で、色んな人にお話を
伺いお世話になり、たくさんの人のご協力
の上で完成することが出来ました。時に
は、畑仕事をしている人に直撃インター
ビューしたり、公民館でデイサービスに参
加している方にお話を伺ったり‥‥皆さん
快く協力して下さいました。
　ご協力して下さった各字の皆さん、本当
にありがとうございました。

 　この字マップは、私たち南風原平和ガイ
ドの会が行っている事業『南風原町シマじ
ま案内』にて、各字を案内する時に使用さ
れます。（右記『南風原町シマじま案内』参
照）
　今年度は、２ヵ字の字マップを製作する
予定です。会員の皆さん、そして南風原町
内の皆さん、よろしくお願いします。

←↑時間を計りな
がら、実際にガイド
を行いました。

↑完成した字マップ。
　それぞれの字の特色が表紙にも表れて
います。

↑各字の地図と名所・旧跡などが一目
でわかります。

南風原壕に通い始めてもうすぐ２ヶ月、
この短い間にたくさんのいろんな人達
と出会いました。
　壕のガイドは、南風原の方はもちろん
那覇市や遠く沖縄市や浦添市からも
平和の思いを伝えるために足を運んで
くださいます。また見学者は、全国各
地からこの小さな南風原の静かな黄金
森のふもとに戦争のことを知り平和に
ついて考えたいと見学にきます。思っ
た以上に県外の人が多く、「本土の人
間も沖縄の事を知らないといけない」と
県内の戦跡を回って来る人、戦時中沖

縄にいた年配の方は、つらい思い出を
胸にこの場所を訪れあしあとをたをどっ
ていきます。５月は修学旅行の学生が
たくさんきます。
　ここに来る皆さんそれぞれ目的はち
がうが平和を願う気持ちは皆同じで、今
まで無関心だった私は恥ずかしく思い
ますが、緑いっぱいのさわやかな風に
つつまれて、これからもたくさんの出会
いがあるだろうこの小さな管理室にい
て、今平和であることをかみしめながら
少しずつ南風原の歴史にも関心を持ち
勉強していきたいと思いっています。見
学者のみなさんとは一期一会の気持ち
を大切に、ガイドのみなさんとはこれか
ら長いお付き合いで、いろんな事を学
ばさせて頂きたいと思いますので、どう
ぞよろしくお願いします。

　　　　壕管理人　宮城　弘子

一期一会の気持ちを大切に
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南風原平和ガイドの会が行う体験プロ
グラムのパンフレットも完成しました。

　

・ガイドプログラム
　①沖縄陸軍病院南風原壕群２０号
　②飯あげの道
　③黄金森周辺コース
　④南風原町シマじま案内
・戦争体験講話
・体験学習
　①沖縄そば作り
　②琉球舞踊
　③琉球絣織り体験
　④農業体験

以上の体験プログラムをご用意してい
ます。

ギャラリーさゆん企画◆
南風原工芸リレー展
・南風原文化センターギャラリーさゆん

織物を中心に、南風原町内で作られている
工芸品をリレー形式で展示・紹介していきま
す。

◆２０１０年5月７日(金）～１６日（日）
野原俊雄・大城ヨシ子二人展
◆５月２２日（土）～３０日（日）
手織り工房　あやはな
◆６月５日（土）～１３日(日）
大城　豊展
◆７月３日～１１日（日）
大城敏・友子・幸司親子３代展
　
[以下、平成２３年３月まで随時開催予定]

新垣安雄展2010
　　　　　島シリーズⅦ－証言－
2010年５月８日（土）～２３日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　[水曜休み]
・南風原文化センター企画ホール
　
文化センター企画運営委員長でもあり、
アーティストでもある新垣安雄氏。見る者に
強烈なメッセージを伝える展示会。

南風原文化センター＆
      関連団体  行事一覧

５．１５復帰を考える

海勢頭　豊　平和コンサート
２０１０年５月１５日（土）　午後６時～
・南風原文化センター企画ホール
参加費：一般　1000円
　　　　　学生　　500円

　お問い合わせ：南風原文化センター
　　　　　　　　　　[０９８－８８９－７３９９]

ギタリスト、シンガーソングライターで作曲家、
「GAMA-月桃の花-」の制作・音楽でも知られ
る海勢頭豊氏。平和を考える活動も積極的
で、今回は復帰を考えるコンサートを開催。
　
沖縄戦を伝える１フィートフィルム上映会

「軍隊がいた島/慶良間の証言」
2010年５月２２日（土）午後２時
・南風原文化センター企画ホール
資料代：５００円（小中高生無料）
主催：NPO法人沖縄戦記録フィルム１フィート
運動の会（０９８－８６２－２２７７）

　
　ひとり１フィート（約100円分）のカンパで、アメ
リカの国立公文書館等に保存されている沖縄
戦の記録フィルムを買い取り、沖縄戦の実相
を伝えている１フィート運動の会の上映会。

南風原文化センター企画展

         「全国戦争遺跡写真展」
２０１０年６月１４日（月）～２３日（水）
　　　　　　　　　　　　　　[１６日（水）休み]
・南風原文化センター企画ホール

　第１４回戦争遺跡保存全国シンポジウムの
開催に合わせて、全国の戦争遺跡の写真を
展示。

語りと唄・三線による朗読劇

               「ふたつの壕」
2010年６月１８日（金）
18：30開場　19:00開演（上演時間90分）
・南風原町中央公民館
入場料　大人：１０００円

　　　　　高校生以下無料

共催：アオギリ.com/はえばるYouth/南
風原町
お問い合わせ：南風原文化センター
　　　　　　　　　　[098-889-7399]

　まぶいの会・京都による語りと唄・三線によ
る朗読劇。松代大本営と沖縄の二つの壕‥
‥岡部伊都子さんらの手記を通して、沖縄戦
を伝える。関西を中心に活動するまぶいの
会、３年ぶり２回目の南風原公演！

５月・６月と、南風原文化センター及び
関連団体企画の行事が数多く企画さ
れています。是非、ご参加下さい。

　
　黄金森の染色講座
第１回　５月２９日（土）１３時～１６時　　テーマ「常緑広葉樹クブノキ」の染色実践
第2回　５月３０日（日）１０時～１３時　　テーマ「外国産樹ソウシジュ」の染色実践

場所：南風原文化センター　　　講師：「森の名人」染色家　並河善知
受講料：2,000円（２回分・材料費含む）　各回共にエコバッグ（Ａ４サイズ）を作る。
主催：１００年の幸福（しあわせ）の森づくりの会
申込/連絡先：ＴＥＬ０９０－８７６１－６１７０（並河）

南風原町内に黄金森と呼ばれる森がある。自然植生であるタブノキーアカギ群落に注目して
「極相]の森になるまでの人間と生活を通して染色から平和を考えてみる体験講座。

沖縄陸軍病院南風原壕群２０号のガイド
養成講座が開講されます。

期間　2010年５月２２日～６月６日まで
（全４回）
申込期間　2010年５月20日（木）午後
６時まで　　※南風原文化センター窓口
で申込書を記入の上、お申込みくださ
い。

対象　①高校生以上の県内在住者
　　　　②南風原で平和ガイドを行う意志
　　　　　　がある人
　　　　③全講座に参加可能な人

受講料　　資料代として初回に2,000円
　　　　　　　を納めること

パンフレットは、南風原文化センターと沖縄陸
軍病院南風原壕群２０号管理室においてあり
ます。
所要時間・料金など詳しいお問い合わせは

      　　098-889-2533
　　　　　　（南風原平和ガイドの会）

　2010年度南風原平和ガイド講座
（５期）募集

内容　沖縄陸軍病院を中心に、沖縄戦の中
での南風原の位置づけ、特徴、戦争遺跡な
どを講義、フィールドワークによって学習す
る。適宜、レポートや発表を出す。

・５月２２日（土）午後13:00～15：00
　参加者の顔合わせ
　「南風原の沖縄戦」吉浜忍（町文化財保護
委員会委員長）
・5月２３日（日）午前10：00～12：00
　南風原の沖縄戦（現地学習）
・６月  5日（土） 　 午前10：00～12：00
「黄金森を歩く」現地実習（徒歩）
・６月６日（日） 午前10：00～12：00
　「２０号壕のガイド方法と内容」
　「非常時の対応について」
　修了式

詳しいお問い合わせは‥
担当・連絡先
南風原文化センター（上地・平良）
ＴＥＬ　０９８－８８９－７３９９

体験プログラム

５月２２日（土）のガイド講座に参加しませ
んか
今回特別に、５月２２日（土）のガイド講座
をガイドの会会員・賛助会員は参加するこ
とが出来ます。文化センター展示室の解
説も行われる予定ですので、是非ご参加
下さい！！
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 せられました。早く関係先のバックアップで永久

 で、私達にできることは、きちんと事実を学び、

　　　　　　　　

  壕の狭さ、暗さがとても印象的でした。

 ったため、あれが壕の中に入っていたら、もっ

 ただきました。とても感謝しています。

　　　　　　　　　　　　　４月８日　東京都　Ｔ・Y

 　　　　　　　　　

  町外の人にも、もっと分かり易く、道路沿いに

 看板や案内板を増やして欲しい。

 た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　那覇市　Ｎ・N

 に出逢い、沢山の情報を頂き、又、細かいご

　皆様のご苦労が報われて平和な時代が続

　戦争で亡くなられた方の死を無駄にしないた

 めに、後世に壕の存在を伝えることは、大変有

 遠い所から何か協力が出来ればと小さな力で

 います。本日はありがとうございました。

 知り、ガイド付きで見学ができました。 は、訴えていかなければならないと思いまし

 口伝えでも紹介したいです｡ た。當山さんのおかげで､大城さん､又赤嶺

                        下さい。お待ちしています！

  私は、今まで壕の中に入ったことはありません

 明、保存に向けての熱意、大切さを充分考えさ

　現地見学時の女性スタッフ（ガイド）の熱い説

 でした。教科書問題や基地問題を考えると､私

                      毎回、多くの皆様からご意見を頂き、ありがとうございます。多くの人々で共

                        有し、 壕運営の一助 にさせて頂きます。これからも是非、ご意見をお聞かせ

平成22年5月10日

 た。戦争の愚かさを再認識し、生きている間

 親切を頂きまして、一生の思い出となりま し

　初めての沖縄で戦跡めぐりを初日に計画し

 すばらしいタクシーガイドさん（當山春生氏）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ォーキンクに参加し、初めてこちらの壕のことも

 保存、管理される機関組織が出来るよう祈って

 達一人一人が､声をあげて行動することは､薇

　その後、琉球の時代等をみますと、沖縄ほ

 せていただき、当時の人々の思いを知ることが

 さんともお会いでき､皆様のご奉仕をお伺い

 出来ました。感謝です。

　壕の暗さと蒸し暑さを感じながら、お話を聞か

                     ３月２０日　姫路市　Ｔ･Ｍ

 ど歴史が凝縮された所もめずらしいと思いま

 す。    ありがとうございました。

 子を昇り始めた。手摺りは星明かりで雪のよう げ込まれた。真っ白い煙が壕内一杯に立ちこ

 なと気付かされました。壕の外にあるレプリ 　戦争を思い出して晩はねむれませんでした。

 カが、サウナのような状態になっていて、よ

 ざいました。見学できてよかったです。

　PS.ひめゆり跡も良いのですが、南風原文

　　　　　　　３月１９日　南風原町　A・T

 ２０号は、5回南風原に通ってやっと見つけられ

 を無理にこらえ、奥へ奥へと手探りで這って進  あった。梯子の途中で戦死していた通信兵の

 に白い。目の錯覚だと思い触ると､それは蛆で めて息が苦しくなった。むせて咳がでてくるの

 がんばって下さい。

 たのが何時間後か、何日たったのかわからなか  り、出口に近づくと、そこには老婆の足が木の

　　　　　　　　　  屍体から湧き出たものと分かった。その横を通 んでいる間に意識を失ってしまった。気がつい

 うていたソテツやツタ､アダン等は全部焼き払わ  っていた。死体の長い白髪より髪の毛から蛆が

 れて禿げ岩肌が大きな口を開け､風通しのよく

 根から岩に引っかかり壕の中に逆さにつり下が った。あたりを見回すと今まで壕の入り口を被

 なった岩の上に仰向けに倒れていた私の顔に  ん待ちかまえていたらしく機銃で右大腿部を撃  婦長は､看護婦には軍と共に行動するように

 落ちて行くのを見ながら出口に出た。そのとた

 と言い､生徒には 「 皆さんこれまで軍に協力

  左横を見ると、どこから入手されたのか、防毒  も壕の後方の崖を這って降り、キビ畑の傍の溜 してくれたが､これから自由に行動してもよい。

 たれたため、完全に歩けなくなってしまった。で 明るい太陽がまぶしくそそいでいた。

 また、軍と一緒にいてもよい。本人の意思に

 騨のあがるのをみながら散発的に聞こえる砲弾 まかせる。しかし看護婦試験に合格した者は

 ただボーッと見つめているだけだった。

 水を腹一杯のんでキビ畑の中に隠れて、照明 マスクをした婦長が倒れていた。マスクの間や

 軍属として軍と行動すること」との連絡を伝え

 下腹部あたりから蛆がはいまわっているのを、

  沖縄の六月の雨期はスーマンボウスと言って た。生徒の中からは最後まで軍と行動を共に

 の中でうとうとし始めた。

  気がつくと、私もねんざして立てなくなってい

 しますという声もあったが､一人の生徒は壕の

 るが特に空気の全く動かない壕の中の高温多   夜が明けた。いきなり初めて見る赤い顔の敵 近くに父母が待っているから出たいと申し出

 捕虜となる 無風の暑さはすさまじいほどきびしいものであ

 たが､婦長に、 「 あなたは看護婦試験に合

 負傷し傷口は腐るのが早く､死臭がわかるのか､  を知って治療しようとしたが断って座りつづけた。 格しているから駄目だ」と言われてがっかりし

 兵が目前に立っていた。敵兵は負傷しているの 湿は想像以上で、戦死した者や生きていても

 さい」と何度も呼びかけていた。皆黙って動

　翌未明、壕入り口で男の声で　「 出て来な

 いけない。皆に迷惑はかけられないと思い、婦

 「お前一人残して行くのがつらい」といった言葉

 しているようだった。私は、皆のいる中二階へ

 長の傍に横になった。野原秀子看護婦が私の 戻る元気がなく、そのまま婦長、診療主任と

 横で不安そうに見守ってくれていた。しばらく横

 がどこかへ行ってしまい、再び逢うことはできな

 包帯をしてあげ、これから一緒に行こうと話した を思い出し、「どうせ死ぬなら外の新しい空気を

ガス弾投下

 共に黙って座り続けた。

 になっていたが、ふと、母が疎開で別れる際に

 吸ってから死のう」と夜になるのを待ち、野原看

 吹き、今までのことが悪夢のようだと思いつつ、

 ら、思いがけなく野原看護婦が現れた。

  右中指と薬指が黒く大きく腫れていたが元気

 であった。壕内で世話になった礼を言いながら

 胸の傷や下肢の傷で汚れたモンペをみていた

 降ろされた。テントの中は海からの涼しい風が

 ていた。黙って出ればよいのに………。中

 知り、伝えることではないかと思いました。

 には婦長の言葉を無視して壕を出た看護婦

 た。戦場での足の負傷は死を覚悟しなければ もいた。生徒達は元の場所に戻り分散会を

 間もなくトラックに他の住民と共に乗せられ、名 どこから来るのか蛆がすぐはいまわってきた。

 城ビーチか瀬長の砂浜かよく分からない所へ

 文化センターで二段ベッドの模型も見た後だ

 と狭かっただろうと思い、ぞっとしました。案内

 してくれていた方々もとても丁寧に説明してい

 も達と共に作っていける人になりたいと思いまし

 なげていく作業が今、本当に求められていると

 感じました。憲法９条を守り、平和な未来を子ど

 できました。証言できる人が少なくなっている中

 はじめ、関係者の方々に感謝します。

 　島袋淑子先生の講話も心に響きました。

　　　　　　　　　　　　　４月２日　沖縄市　E・Ｈ

 力であっても大切な事なのだと思い､ピースウ

 意義なことと思います。ご尽力下さった前市長

 かないでいたら、突然壕の中へガス弾が投  護婦のすきをみて、思い足を引きずりながら梯  かった。

　　　　　　　　　　３月２９日　南風原町　M・H

      化センターの様な「生々しさ」が見学で  学ぶことが中心になります。しかし、その学びを

　　　きる所は､必ずコースに入れるべきと思  沖縄へつなげ、さらにボスニアなどの世界へつ

 た。ありがとうございました。

　　　　　　　　　　３月２８日　広島市　A・O

 くようお祈り申し上げます。

 　広島にいると、どうしても広島の原爆について

 り当時の状況を肌で感じました。ありがとうご

 南風原町の取り組み本当に頭がさがります。

 っと知らなくてはならないことがたくさんある

　　　います。

　　　　　　　  ３月１３日　川崎市　O・S

　ずっと南風原に住んでいますが、こんなに

 立派な施設があるとは知りませんでした。も

アンケート・お手紙のご紹介

 連載　「閃光の中で」
 

 

　　　　　　　沖縄陸軍病院の証言
 生と死の第三外科壕（第四回）
 　第三外科婦長　具志　八重


