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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

　　６月２３日は、沖縄戦から６５回目の慰霊の日です。今月は、第１４回戦争遺跡全国シンポジウム南風原大会もあり、

　今号は、新しく文化センター館長に就任した大城敏雄館長から、ガイドの会へメッセージを頂きましたので、ご紹介します。
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　改めて戦争の恐ろしさ、平和への大切さを考える月となりそうですね。

４月から6月にかけて、ミュージカル「ひめゆり」の出演者・スタッフの皆さんが７月の公演に

向けて、追体験をするために、数回に分かれて20号壕を訪れています。皆さんとても熱心に

壕と文化センターを見学されています。このミュージカルを主宰しているミュージカル座から

川田真由美さんに寄稿していただきました。

南風原文化センター館長 大城敏雄 去った5月19日（水）18：30より、ＮＰＯ法人

南風原平和ガイドの会の平成22年度総会が

行われました。ガイドの会会員28名、ガイド

の会職員４名、文化センター職員2名の計３

４名が出席しました。

議長に仲間孝蔵会員を選出し、平成21・

22年度事業計画・収支予算案やガイド勤務

規定などを審議しました。

平成２２年度の事業計画として、前年度か

ら引き続き ①『はえばる地域おこしガイド事

業』 ②『はえばるやってみよう体験事業』

③『ガイドの知識・技術能力向上のための講

習会の開催』 ④『各字案内のためのガイ

ドマップ作成事業と出版事業』 を実施し、

前年度行った『南風原町内の特産品の紹

介』に新たに販売事業も加え、 ⑤『南風原

町内の特産品の紹介と販売事業』 を行い

ます。また新たな事業として、 ⑥『沖縄陸軍

病院壕受付管理業務』 ⑦『文化センター館

内、受付案内業務』が加わりました。

総会終了後は、歓送迎会が行われました。

南風原平和ガイドちゅ～しん

文化センターに就任して早くも３カ月に

なろうとしています。文化センターを訪れ

る観光客の多さに、まずびっくり！多くの

中・高校生が平和学習として活用してい

ることに対して、さらにびっくり！これだけ

の全国の皆さんが南風原文化センターと

陸軍病院壕を知ってもらい南風原町の

顔として、ピーアールできていることに対

しても感謝しながら毎日を過ごしています。

また南風原平和ガイドの会の皆さんが親

身になって、文化センターや陸軍病院壕

を案内してもらっていることに対しても心

から感謝しております。今後も文化セン

ターと南風原平和ガイドの会が連携して

楽しく事業が推進できれば、すばらしい

活動が展開できると思います。文化セン

ターの活動推進や壕の活用については

皆さんに支えられています。心より感謝し

ております。ガイドの会の益々の発展を

心から祈念申し上げます。

平成22年度 ＮＰＯ法人南風原

平和ガイドの会 総会

今年、終戦６５年特別企画として７月８

日（木） から１３日まで、東京のシアター１

０１０にて、ひ めゆり学徒隊の悲劇を描い

たミュージカル「ひ めゆり」を上演いたしま

す。 この作品は、「レ・ミゼラブル」「ミス・サ

イゴン」 などの音楽監督をつとめる日本の

ミュージカル 音楽の第一人者山口秀也

（２００６年菊田一夫 演劇賞特別賞受賞）

と、ミュージカル座代表の 作演出家ハマ

ナカトオルが、全編歌で綴る形式で書き

上げた日本のミュージカルで、１９９６ 年

の初演以来、高い評価を受け続けて、今

回が東京６演目となります。 物語は、史実

をもとに、米軍が沖縄に上陸するところか

ら始まります。南部に追い詰められた学徒

たちが、ひめゆりの壕で、米軍が投げ込

んだガス弾に よって多くの命が失われる

まで、悲惨な戦争の実相と命の尊さが、

全４１曲のドラマティックな歌曲で描かれま

す。 涙なしでは見られない悲劇を、せり

ふ劇ではなく歌にすることで、学徒たち

の心の叫びが、 観客の胸に、よりダイレクトに伝

わる感動的な舞台です。

戦争を知らない若い世代の東京の客に、沖縄

戦を語り継ぐミュージカルとして、再 演を繰り返

して行きたい作品です。 これまでの上演では、

伊東恵里さん、本田美 奈子さん、島田歌穂さん

ら日本を代表するミュ ージカル女優が主演をつ

とめてきましたが、今回の公演では、初めて沖縄

出身の知念里奈さ んが主演を演じることが、大

きな話題になっています。沖縄出身のアイドルと

して、第３９回日本レコード大賞新人賞に輝き、

「レ・ミゼラブ ル」 コゼット役・エポニーヌ役・「ミ

ス・サイゴン」 キム役など大作ミュージカルの歌

姫として大活躍してきた知念さんが、初めて日本

のミュージ カル、しかも自身が生まれ育った沖

縄の女性 を演じることで、作品に大きな説得力

を与えて くれると期待されています。 「ひめゆ

り」上演のたびに、出演者たちの多くが沖縄を訪

れ、南部戦跡やひめゆりの搭、南風原陸軍病院

跡を回って、体験者のお話を聞き、勉強を積み

重ねて本番の舞台に向かいます。 戦争の記憶

が遠くなる現在、次の世代に戦争を 伝える

大切な活動になると信じて、真摯な気持で

歴史と作品に取り組みたいと、今回も沖縄

を 訪れ、皆様とお話をさせていただくなか

で強く感じました。 今を生きる１人でも多く

の方に観ていただきたいミュージカルです。

ミュージカル「ひめゆり」の公演情報は、

ミュー ジカル座公式WEBサイト

（ｈttp://www.musical ‐za.com/) にくわしく

掲載されています。 出演者による稽古日

誌や稽古風景などもありま すので、どうぞ

ご覧下さい。

公演に関するお問い合わせやチケットの

お求め は、ミュージカル座（０４８－８２５－

７４６０）まで ご連絡下さい。

今回の沖縄訪問の際には、大変お世話

になりまして、ありがとうございました。また

いつか、皆様とお会いできる日を楽しみに

しております。

（ ミュージカル座 川田 真由美）

ミュージカル「ひめゆり」東京で上演！
沖縄出身の知念里奈さんが主演！

↑大城さん、嘉数さ

んお疲れ様でし

た！ありがとうござ

いました。

↑新しい職員の皆さ

ん。よろしくお願いし

ます♪

↑出席者で記念撮影

←
総

会
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原田　弓子
福林　徹
趙　誠倫
清水　肇
昌子　住枝
亀岡　敦子
志村洋子・志村秀三

 

津多　則光
南　守夫
具志堅　隆松
村上　康蔵

　　　　　　　　   
 

発表者
 清水　啓介

菊池　実
菊池　実
高谷　和生
山本　正昭
出原　恵三
今井　正文

　　　　　　　　　 伊波　直樹
上地克哉
村田　秀石

　発表者
石橋　星志
池田　恵美子
藤波潔・宜壽次翼

夏目　勝弘
高　誠晩
瀬底言・平良翼他

阿藤　満政
照屋　盛行
前泊　克美
藤原　政勝
北原　高子
川満　彰

　

所属
貝山地下壕保存する会
戦争遺跡に平和を学ぶ

ガマ（壕）調査記録の成果と課題

旧陸軍登戸研究所の保存を
求める川崎市民の会

登戸研究所保存の会の活動と「明治大学平和教育登戸研究所資料館」
一般公開　戦争遺跡を地域の歴史遺産として保存活用の課題

レポート名
横須賀市田浦軍需部倉庫群紹介
京都１６師団輜重部隊の遺構を保存する取組
済州島の特攻艇秘匿壕と特攻隊の配備

第一分科会　「保存運動の現状と課題」

平成22年6月10日

済州大学

森田　忠正

琉球大学工学部
ＮＰＯ法人アクションおっぱま
日吉台地下壕保存の会
南房総・平和をつくる会

戦争遺跡のとらえ方と歴史的環境における戦争遺跡のあり方について

横須賀市追浜地区におけるまちづくりと戦跡の保存・活用
日吉台地下壕の保存と活用
南房総、三芳・丸山地域の砲台・壕群と特攻機「桜花」発射基地跡の保存活用について

沖縄平和ネットワーク

第二分科会　「調査の方法と整備技術」

愛知教育大学 戦争のための戦争遺跡保存運動～満州戦跡保存会を中心に～

沖永良島での不時着特攻機の調査
1945年熊本の本土決戦準備と旧逓信省熊本航空機乗員養成所奉安殿の保存

２００９那覇市真嘉比（まかび）における遺骨収集事業について

沖縄県戦争遺跡詳細分布調査の成果概要

所属 レポート名
戦争遺跡研究会
戦跡考古学会

現存奉安殿調査
沖縄南風原町出身の新垣安雄少尉の戦死と遺骨発掘状況を追って

旧陸軍桶川飛行学校を語り継ぐ会

（株）島田組文化財調査室

戦跡考古学会
玉名荒尾の戦争遺跡を伝える会

沖縄平和ネットワーク　ガマフヤー

沖縄県立埋蔵文化財センター

亀島山地下工場の戦跡考古学的調査について

第三分科会「平和博物館と次世代への継承」
所属

明治大学大学院

向山遺跡（「本土決戦」陣地跡）の調査

千葉県と鹿児島における旧軍飛行場の遺跡比較

旧陸軍桶川飛行学校について
西表島・船浮要塞跡の追加調査

高知県埋蔵文化センター

戦跡保存全国ネットワーク

豊川海軍工廠跡地の保存をすすめる会

京都大学大学院

松代大本営の保存をすすめる会

沖縄市平和ガイドネットワーク

沖縄陸軍病院南風原壕群２０号壕の整備南風原町教育委員会

壕プロジェクト 壕プロジェクトの活動
壕掘削方法の考証

亀島山地下を語り継ぐ会

松代大本営の保存をすすめる会

沖縄平和ネットワーク

レポート名
戦争遺跡と平和博物館を平和ガイドでつなぐ
たてやま・地域まるごと博物館
大学生による沖縄平和学習ガイドの一事例―沖縄国際大学「SmiLife」の活動

豊川海軍廠跡地（約６万坪）の平和公園化への取り組み
占領・虐殺を経験した空間の再生可能性について

ＮＰＯ法人安房文化遺産フォーラム

沖縄国際大学（スマイライフ）

沖縄県内の学校における平和教育の現状の課題
ひめゆり平和祈念資料館の取り組み～次世代への継承～
後世に語り継ぐ作業
松代大本営のガイド活動
やんばるへやってきた「御真影」たち～御真影奉護壕から見える戦後教育の末路～

ひめゆり平和祈念資料館
ＮＰＯ法人　南風原平和ガイドの会

詳細は 南風原文化センター 098-8897399 又は 南風原町ＨＰ内第１４回戦争遺跡保存全国シンポジウム要項（南風原文化セン

ターの項目に記載あり）http://www.town.haebaru.okinawa.jp/hhp.nsf及び第１４回戦争遺跡保存全国シンポジウム南風原大会ＨＰ

http://okinawaheiwa.net/category/haebaru2010をご覧ください。

前号にて詳細をお伝えしましたが、いよいよ来週は第１４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ます。今号は、各分科

会の発表者予定者を掲載します。申し込みの際に希望した分科会以外も、自由に参加することができます。また、当日申し込みも受付して

いますので関心のある方は是非、ご参加下さい！

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。

以下までお問い合わせ下さい。

南風原平和ガイドの会

098－889-2533

（毎週水曜日は休み）

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５回） は紙面の都合上、お休み致します。ご了承下さい。

沖縄戦を知るピースウォーキング
日時：６月２３日（水） 午前８：３０

平和の森公園集合

会費 一般 ５００円 学生 ３００円

＊第３騨となる今回は、平和の森公園を出

発し、荒崎海岸、山城本部壕跡、第一外

科壕跡、魂魄の搭を巡ります。 私達「南風

原平和ガイドの会」からは、ガイ ドとして太

田玲子さん、宮川光世さんが参加します。

会員の方の参加を広く呼びかけます。

連絡先 ０８０－１７６８ー４８２３

実行委員会（まよなかしんや）

６月２３日（水）慰霊の日 開壕&開

館します。
今年の慰霊の日は、休壕日の水曜日にあ

たりますが、通常通り、沖縄陸軍病院南風

原壕群20号と南風原文化センターは開壕・

開館致します。

第１４回戦争遺跡保存全国シンポジウムプレイベント

語りと唄・三線による朗読劇ふたつの壕

日時:2010年6月18日（金）

18：30開場 19：00開演（上映時間90分）

場所：南風原町中央公民館

連絡先：南風原文化センター

098-889-7399

第１４回 戦争遺跡保存全国シンポジウム －南風原大会－

2010年6月19日（土）～20日（日） 南風原町中央公民館・南風原文化センター


