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　　平成２２年も最後の月となりました。今年は、どのような年だったでしょうか。昨年に引き続き、今年もガイドの会の10大ニュースをお伝えし

　ます！本年も大変お世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いします。よいお年をお迎えください。

 

 

 

 

 

 

南風原平和ガイドちゅ～しん

平成２２年 ガイドの会

① 体験プログラム開始！
体験プログラム(はえばるやってみよう体験事業、はえばる地域おこしガ

イド事業）が本格的に開始しました。飯上げの道案内や黄金森周辺案

内をはじめ、南風原町シマじま案内、戦争体験講話、沖縄そばづくり体

験に、一年を通し多くの方に参加していただきました。

（日付順）

② 韓国済州島戦跡シンポジウム（１月２３日）

④ 講習会 （３月）

３月１１日 南風原町の史跡めぐり ～津嘉山編～ 講師：城間良和氏

３月１４日・１６日 琉球歴史講習会 講師：深沢秋人氏

南風原や沖縄の歴史を学び、ガイド活動に生かそうと、上記の講習会

が開催されました。

⑤ 第一回 ふぇーばる物産展開催

（３月２２日～２８日）

南風原町で生産・製造されている物産を展示紹介し、販売の機会を促

進する目的で 『 第一回ふぇーばる物産展 』 を開催しました。私たちガ

イドの会は、当日の受付業務や物産展事務局を担当しました。この時

に販売されたものの中から、文化センター受付横のお土産品コーナー

で販売するものを選び、現在、ガイドの会が委託販売を行っています。

③ 字マップ完成！ (２月）

-本部・照屋・兼城・喜屋武 -

昨年１１月から取り組んでいた４ヵ字の字マップが、完成しました!６月１３

日には、照屋に住む親子40名を対象にガイドを行ったりと、字マップを

活用したガイド事業がスタートしました。この取り組みは7月８日放送のＮ

ＨＫ「ぐるっと８県九州沖縄」で紹介されました。現在は、宮城と新川の

地図を製作中です。

⑥ 南風原文化センター館長

大城和喜氏 定年退職(３月３１日）

大城敏雄氏 就任（４月１日）

出会いと別れの季節の春は、ガイドの会の結成・活動をサポートしてく

れた大城和喜氏が定年退職し、新しく大城敏雄氏が館長に就任しま

した。
韓国の研究者を招いて、「韓国済州島戦跡シンポジウム」が文化セン

ターで開催されました。済州島の日本軍戦争遺跡について研究者の

報告を聞き、改めて戦跡について考えるいい機会となりました。

⑦ 第５回南風原平和ガイド養成講座
（５月～７月）

第5回養成講座が開催され、上は50代から最年少15歳まで、幅広い

年代で９名の修了生が誕生。また新たに仲間が増えました！

「戦後すぐの頃は、二度と南風原へはいきたくないと思っていた。あま

りに辛い記憶しかなかったから。」 このような語り出しで、元ひめゆり学

徒・津波古ヒサ先生は、ご自身の戦場体験を語ってくださいました。

先生のお話は、軍国少女としての青春時代からはじまり、親兄弟の

説得を振り切って戦場に赴き、筆舌に尽くし難い経験をされた事、戦

後はコザの孤児院で、子どもたちに心救われた事までの内容でした。

限られた時間では、苛烈を極めた数ヶ月の体験を語り尽くせないと

津波古ヒサ先生平和講演
11月24日（水） 南風原町総合保健福祉防災センター ちむぐくる館

思いますが、生の証言を聴く機会を得られてとてもよかったです。

「逃げ惑う中で負傷した避難民が路傍で苦しんでいたが、声も掛

けずに走り去ったことがあった。あの時何故助けなかったのか、今

でもあの光景が脳裏をよぎって、後悔することがある。」先生のお話

の中で、私が印象に残った一節です。戦後65年経った今でも、心

の傷は消えてくれない。講話を行うという事は、先生ご自身の過去

の傷に向き合うという事であるとも思います。それでも、私たち戦争

を知らない世代へ 「人間が人間でなくなる 」 あの戦場の記憶を語

り継いでくれたのだから、私たちは、それを受け継ぐ義務があると、

今回の講話の場で改めて感じました。（ガイドの会会員 嘉数聡）

⑧ 第14回戦争遺跡保存全国シンポジウム
～南風原大会～（６月19日～20日）

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、第14回戦争遺跡保存全国シンポジウムが南風原町

で開催されました。私たちガイドの会は、第三分科会においての発表

とオプション①南風原壕めぐりや交流会などを担当しました。大会は、

のべ700人が参加し、かつてない盛り上がりをみせました。また全国の

戦跡の取り組みの様子や課題を知ることで、自分たちの今後の活動

について考えるきっかけとなりました。

⑨ 黄金森周辺ガイド研修 （10月24日）

会員全員が、壕だけでなく黄金森周辺のガイドも出来るように、研修

会を開催しました。南風原国民学校跡地を始め、陸軍病院に関わり

のあった地点で立ち止まり、話す内容、立つ場所を確認しながら、お

互いの疑問や質問をぶつけ、学習を深めていきました。

⑩ 映画 浦添ようどれ上映会 （10月31日）

「南風原町社協福祉活動資金造成チャリティー上映会 映画浦添よう

どれ」 の実行員会にガイドの会も参加をし、事務局を担当しました。４

回上映で481名が来場され、予想を上回る盛況ぶりでした。必要経費

を除いた売り上げの半分が町社会福祉協議会に寄付されました。
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 も終りの頃にセンターにおじゃましたところ女

  以前から気になっていましたが、中々機会が

 無く、今回始めて寄らせてもらいました。時間

 壕の悲惨さもさることながらセンターの男性の

 性の方が壕へ連絡していただき時間外にもか

                10月8日　千葉市　50代　男性

 はよろしくお願い致します。　　　

　　で崩れ防止の為にも。　

 てきました。展示物もゆっくり見させてもらって

 かわらず見学することができました。宮城さん

 方上記の女性の方の親切さに感動して帰っ

 日本政府が、降伏しなかった事に苛立ちまし
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 況が理解出来ました。こんな状況になるまで

　         10月3日　横須賀市　50代　男性

  ガイドの方の説明が分かりやすくて当時の状

 ※少々気になった事ですが、落盤よけの坑木

 も親切に案内して頂きありがとうございました。
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 でした。ありがとうございました。そして2月に

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　

 

  

 

 

 いないので２月頃に又行きたいと思っていま    

 す。沖縄の方のやさしさを今回も実感した旅   

 

 

自衛隊基地内の戦跡見学を行います。

申込者名簿を自衛隊窓口に提出しないと見

学できないので参加希望の会 員は12月24日

（金）までに南風原ガイドの会事務所までご連

絡くだ さい。

参加費等詳細は後日お知らせします。

日時：１月１９日（水）９時出発

場所：南風原文化センター集合

連絡先： TEL＆FAX ０９８ー８８９ー２５３３

学習部 『 ならゆん会 』

アンケート・お手紙のご紹介

〔2010年11月12日（金）17：30～〕

主な議題・内容

・映画『浦添ようどれ』上映に関する報告

・字マップ製作進捗状況報告

・学習部会講演会進捗状況報告

・平成２２年度沖縄陸軍病院入壕者数推移

の報告と現状、他

しつも～ん！

ガイドからの

１１月理事会

Q、出口近くの倉庫はどのように使われて

いたのでしょうか。（編集部M）

A.壕内通路の床面と同じ高さなので、部屋

や倉庫として使用されていたと思われます。

内部に柱穴が無いので、坑木は設置され

ず棚も無かったと考えられます。元ひめゆり

学徒隊石川幸子さんの「西原村出身の男

子学徒が運ばれてきたが寝台は空きが無く

て地面に寝かされていた」と証言していま

す。 19号壕側の通路内右側にある方形の

堀込みは、通路より高い位置に床面があり

ます。薬品などを収納する棚として使用さ

「閃光の中で－沖縄陸軍病院の証言－」は

紙面の都合上、本号はお休みします。ご了

承ください。

＊まずは写真展の成功おめでとうございます。

日本を代表する世界的に有名な写真家東松

照明さ んと、エッセイストで名高い宮里千里さ

んとのコラボレーションですが、写真展を企画

したいきさつを教えて 下さい。

宮良 東松さんとのお付き合いは、私が東松

さんの 主催するワークショップに参加し、弟子

入りするよ うな形になってからで、もう３０年余

りになる。宮里さんとは、以前から組合運動を

通してのお付き 合いがあり、今回東松さんの

提案により、写真と音という変わった形の写真

展になった。

＊何年か前に、東松さんと石川真生さんらと

の間で 写真家として社会とどう向き合うかとい

う論争がありま したが、それについて教えて下

さい。

宮良 あのときは筑紫哲也さんも巻き込んだ

大論争 に発展しましたが、東松さんは常に沖

縄の写真家 に対し、挑発的ともいえる提起を

してきています。私自身も１９７５年の 「カメラ

毎日」 という写真の専門誌に 「私たちはその

挑発をうけとめきれるか」という 題で投稿した

こともあります。そういった刺激を師で もある

東松さんから受ける事によって、私の社会を

視る目もきたえられていったのではないかと

思って います。

＊最後に「南風原平和ガイドの会」について

なにかありましたらどうぞ

宮良 沖縄戦ということだけでなく、日常の生

活とか 文化とかも含めて、自分自身がどう思

うのかという ことが重要だと思う。毎日視てい

る日常生活、普通なのが異常な沖縄 の現実、

力まないで日常性の中から異常性を浮き だ

たせる。そういったことが必要だと思います。

＊宮良さんの写真に対する接し方と同じだと

思いま した。本日はお忙しいところほんとにあ

りがとうござい ました。（聞き手 本紙編集部

安仁屋）

琉球チャンプルー三人展

モノクロ宮良信男／カラー東松照明／音宮里千

里

2010年11月9日（火）～21日（日）の期間中、那覇

市民ギャラリーで開催されました。

学習部会よりお知らせ

仲座健太さん 3期生

れていたのでしょう。（上地学芸員）

・１０月13日に壕と飯あげの道と文化センター

を見学された東京都の聖学院高等学校から

お礼状が届きました。

11月に３日間、翔南小学校より総合的学習の

時間に、南風原町で活動している平和ガイドさ

んの話をして欲しいとの依頼があり、事務局よ

り藤原が学校に出向き5年生のみなさんに平

和学習のボランティアについてお話をしました。

ガイドさんが最初に案内をする時の気持ちや

お客様が有難うと行って下さった時の気持ち

などを話し、ボランティアは誰でも・どこでも・い

つでも気付かない内に毎日の生活の中でして

いることが多い、だから『現在、翔南小学校が

行っている平和学習で勉強したことを後輩に

伝えていく取り組みを続けて欲しい』と伝えまし

た。（ガイドの会事務局長 藤原政勝）

画期的な写真展を成功させた

・喜屋武で写真展

「写真集発刊に向けて想い出の写真展」

12月10日〜12日 喜屋武公民館にて開催

・山田實 92年の季を撮ての今！写真展
－どんなときも子どもの笑顔は、社会の芸術品－

日時：2010年12月9日～14日（火）10：00-17：00
場所：南風原文化センター企画ホール

主催：沖縄なは子ども劇場 855-6525

語り継ぐ平和学習
－翔南小学校 総合的な

学習の時間 －

宮良信男さん（ガイドの会会員）

FM沖縄「リポーズ・アフター・アワーズ」

で人気沸騰パーソナリティー仲座センパ

イ、話題の映画「やぎの冒険」のだらしな

～いおじさん役はとってもいい味でした。

本業漫才「ハンサム」も売れっ子で、か

つ2児のパパと公私共に大活躍！こん

なに忙しいのに「平和ガイドはずっと続

けたいし、また黄金森に行きますよ」と

言ってくれました。自慢の仲間です。（聞

き手 本誌編集部 宮川）


