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第34号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年末からとても寒い日々が続いていますが、いかがお過

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に活動していきましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今年も南風原平和ガイドの会をよろしくお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごしですか。今年も体調には十分気を付けながら、元気

南風原町立南風原文化センター内南風原平和ガイドちゅ～しん

・字マップ製作の進捗状況と昨年度製作の

字マップの活用方法について

・第二回ふぇーばる物産展の経過報告

・１２月、1月の行事予定について

・平成２２年度予算の用途変更について

・平成２３年度ふるさと雇用予算書について

・壕ガイドシナリオの確認講座について

立春生まれの

卯年です。

松井 裕子 （ガイドの会会員）

新年を迎えて
（平和ガイド飛躍の年に）

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、昨年も南風原平和ガイドの会の運営

事業活動に御理解と御協力、御支援を頂き、

誠にありがとうございました。

今年は、南風原平和ガイドの会はＮＰＯ法

人になって早三年目を迎えます。振り返りま

すと、県内の小中学生を始め全国から高校

生団体及び多くの方々に、沖縄陸軍病院南

風原壕群を訪れて頂きました。

昨年、沖縄周辺や尖閣諸島、朝鮮半島周

辺では様々なことがありました。先月、政府の

打ち出した防衛大綱決定等の動的防衛力の

中に先島２島（宮古・八重山）に実戦実働部

隊として2,000人規模以上の配備を策定しつ

つあり、まさにあの65年前の太平洋戦争の様

相を呈していると言っても決して過言ではな

いでしょうか。動的防衛力とは、戦う自衛隊に

変貌した訳です。最低でも県外と言ったはず

の普天間基地も辺野古に回帰しました。振興

策をちらつかして何度も頭を下げてやってく

る閣僚たちの手法、二転三転した迷走政権、

これに惑わされず、私たちの先人が残した自

然豊かなちゅら海もちゅら島も汚さずに実りあ

る平和な島が築きあげられる事を願います。

沖縄陸軍病院南風原壕群は、文化セン

ターを起点とし、今年も昨年以上に多くの方

がいらっしゃる事が予想されています。南風

原町平和の礎も建立され、町内４４８１柱が刻

銘されました。今日ある平和の尊さをかみし

め、ガイドをしていきたいと思います。

今年は卯年。うさぎは足（脚力）腰が強く強

靭のごとく、更なるガイドに磨きをかけ、飛躍

して頑張って参りたいと思います。

年頭にあたり本年も皆さま方のご健康とご

多幸を心よりお祈りいたします。

平成２３年１月吉日

新年あけましておめでとうございます。

南風原平和ガイドの皆様には、例年にな

い寒さの正月ではないかと思います。いか

がだったでしょうか。

文化センターに移動して初めての正月を

迎えています。今年の正月は酒を飲む機会

が多く、毎日楽しく過ごしております。文化

事業や平和ガイドの会が主催する事業は、

町民とのかかわりや連携又は町外とのネット

ワーク等が一番重要な課題でもありますし、

町民からも求められているのではないかと思

います。ＮＰＯ法人を立ち上げて３年目を迎

える今年は、真価が問われる年になると思

います。文化センターも連携を密にしてがん

ばっていきたいと決意して正月を迎えており

ます。がんばっていきましょう。

今年は、ガイドの会にとっても、飛躍の年

になると思います。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」においては各地域の遺されてき

た貴重な文化財や地域産業の調査等や地

域の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もとにして、

今後は集落ガイドが展開されることに対して

ご期待申しあげます。

文化センターの活動、陸軍病院壕の公開

活用は、皆さんに支えられています。心から

感謝しております。皆様の活動は町民への

学習の機会を与え、さらに全国の皆さんに

壕のガイドを通して戦争の実相を伝え、平和

について発信していることに対して心から敬

意を表します。

本年も平和ガイドの会がますます発展する

ことと、会員一人一人のご健勝とご多幸を心

からお祈り申しあげて、新年のご挨拶といた

します。

2011年が明けまして、いよいよ私にお鉢が

廻ってきたようです。卯年よー、還暦よーと

昨年から吹聴してまいりましたが反応は今

一つ。長寿のシマではハナタレ小娘（？）の

様なものですね。内地の少しばかり年上の

友人達には、得意げに「ウチナーでは還暦

で生まれかわると言われているから、あなた

は何歳になりますよー」と喜ばせているので

すが‥。

さて60代を迎えるに当たって思いめぐらす

のは50代のこと。人生五十年！などとかなり

昔の言い回しを都合よく当てはめて、これか

らのオマケの人生、生きたいようにいきよ

う！と他人様のヒンシュクも何のその、かなり

無視を押し通して走ってきたとの反省しきり

です。これからは他人様の役に立つようにと

殊勝な心も芽ばえてきました。（遅い！？）

20号壕のガイドをしていて時に頭を過ぎる

一枚の写真があります。書名も覚えてない

のは、いずれかの病院壕の２段ベットの負

傷兵が写った表紙から受けた衝撃が余りに

も強かったからでしょうか。自分の想像力な

ど及ばないと思い知らされました。それでも

尚、戦争の実態を伝えていこうとするのは戦

争を起こすタネが亡くなっていないこと、か

つて戦争へ誘導され支持していった多くの

国民と今生きている私たちとの共通してある

ものを感じるからです。

固い話になってしまいましたが、そこはウ

サギです、♪飛んで跳ね跳ねピョコピョコ踊

る♪と軽やかに、そして加齢を華麗に大

好きなカレーを沢山食べて、今年

もいきます。

新年のあいさつ

南風原文化センター館長 大城敏雄

黄金森を取り巻く周辺には、多くの沖縄陸軍病院の関連施設があります。

昨年6月には、全国戦争遺跡保存全国シンポジウムで多くの参加者に見学をして頂きまし

た。その後のガイドの会では、関連施設跡を組み入れた案内をしております。昨年の10月

24日に続いて次の日程で講座を開催いたします。この講座は、現登録ガイドは、全員受講

して下さい。（ガイド必修講座。10月に受講した人は受講済になっています。）

開催日：１月２３日（日） 10：00～12：00

１月３０日（日） 10：00～12：00 いずれか一日受講して下さい

集合場所：南風原文化センター

資料代：300円

12月定例理事会

１２月10日（金）18：30

黄金森周辺ガイド養成講座のお知らせ
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 私は日本の戦争について自分なりに興味を持

 受験をし、共に喜びを味わいました。

  第三外科の宮崎婦長も南部の伊原の壕で亡

 くなり、多くの若い有能な人達が戦争の犠牲に

 又、沖縄へ行く際は立ち寄らせていただきま

 けるということでとても楽しみにしておりました。

 って勉強し、積極的に戦跡巡りを行っていま

 す。特に貴所ではガイドの方のお話を直接聴

平成23年1月10日

 ご苦労様でした。     

　　　　　　11月5日　うるま市　60代　女性

 関連づけてこれを守る貴センターに敬意を表

 す。ありがとうございました。

 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。その一部をご紹介します。

 ていたものです。お便りが遅れてすみません。

 当日は、予想していた以上にいろいろなお話

 を聴くことができ、また外国人の方々と重なった

 見学当日は外国人の方々と重なり、携帯電話

  現在は道も整備されていますが、当時は道

 なき道だったんではないか？こんな狭い場所

 いがめぐって哀れですごく心が痛みました。

 す。沖縄のそれは、特にそうです。憲法9条と

 子や孫の為にも戦争は2度と起こしてはいけ

 ということもあり、ガイドの方のお計らいで2度も

 ないと改めて心に誓いました。文化センター

  戦跡は日本の大切な戦争の証人だと思いま

 壕を案内して下さり、とても感謝しております。

 します。見学はとても勉強になりました。ありがと

 で看護にあたったんだと思うと、いろいろな思

　           12月7日　いわき市　60代　男性

 張った方々に心より感謝です。説明員の方

 の和英辞典を駆使して”なんちゃって通訳”をし  　　　　　11月27日　大阪府　30代　男性 でも心が痛い思いをしました。戦争中に頑

 うございました。　　

 いて臥床していました。患者は６、７人で、消化

 多忙でも慎重に点検をして提出するようにしま

 た自分が悪かったと反省し、その後はどんなに

 校に設置され、病室は教室を利用し、毛布を敷

  宿舎は区（兼城）の公民館、民家にそれぞれ

 した。

 も民家の方々から騒々しくて眠れないとの苦情

  宿舎は病棟の近くで、歩いて５分もかからない

 ました。

 

 で歩いて行きましたが、脱衣所に虱がいること

 に向いていないことが分かり、退職致しました。

　昭和１３年看護婦免許を取得しました。故

　私は、翌１４年より５ヶ年間、熊本陸軍病院

 共に公民館に宿泊しました。銭湯は与那原ま

 宿泊することになり、私は数名の看護婦さんと 染病棟は現那覇市樋川にありました開南中学

 器伝染病（アメーバー赤痢が多かった）でした。

 を出しましたところ、看護婦として採用され、伝

 染病科勤務と決定しました。（昭和１９年６月）伝

 あり、友人達にすすめられましたので採用願い

 上原キミさん（第一外科看護婦長）も一緒に

 でした。しかし、重要な書類を確認しないでい

 たり洗濯を数人がするので、どんなに注意して

 行水、洗濯をすることにしました。

 兵隊の召集が行われ、看護婦、筆生、雑役

 夫（婦）等の募集がありました。熊本陸軍病

 り探して行きましたら、久志診療所に古謝見習

 養成講習会を受講し、昭和１８年保健婦試

 理髪店の二階に桐原婦長さんと２人下宿してい

 験に合格しました。その頃、県衛生課では

 高嶺村（現糸満市高嶺）を保険衛生のモデ

 国民学校（現南風原小学校）へ移動することに

 県衛生課長の千原成悟先生、金城愛子（旧

 （現バスターミナル近く）を使用していました。診

 たので御見舞いに伺いました時、個室の患者が

 療所は小さいながら手術室、病室（ベッド）等が

 院も被害を受けましたので、南風原村の南風原

 脳症をおこして大声で暴れているのが印象的で

  外科病棟は那覇市下泉町済生会那覇診療所

 で勤務し、家事の都合で帰郷している時に

 保健婦の資格受験のための県主催保健婦

  私は住所が糸満でしたので、直ちに高嶺

 村の国民保健組合の保健婦として採用され

 ました。初めての業務で不安でありましたが

 それからつるべで水を汲み上げて身体をふい

 宮崎婦長さんがアッペの手術で入院しておられ

 あり、比較的に整備されているように思いました。

  勤務時間は朝６時出勤で、夜１２時の帰宅、

 た。上原婦長の妹さんが久志にいることがわか

 院から来られた軍医や衛生兵、それに２人

 した。

 ことになり、私は宮崎婦長と共に、移動すること

 で患者の看護は少なく、ほとんど事務整理でし

 とマラリアで死亡する人が続出し悲しいことでし

 が度々ありました。

 同伴するよう依頼があり、勤務を一時休職し再

 町大川）で終戦を迎えました。

  ７月ごろ南部より避難してきた全員は米軍の

  ３月初め、姉の家族が北部疎開をするので、

 トラックで大浦に移動させられました。栄養失調

 なりました。伝染病棟は北側の教室を使用する

 おりました。

 姓長嶺）さん、有銘 ノリさん（第一外科手術

 場婦長）や、地域の助産婦さん方の御指導

 を受けて、家庭訪問や健康相談等を致して

　昭和１９年１０月１０日の那覇の空襲で陸軍病

 た。伝染病の疑いで入院するケースは大便、尿

 ル地区と指定し業務計画をすすめていたよ

 うです。  び復職する予定でしたが、結局疎開地（本部

  昭和１９年５月頃より沖縄陸軍病院が熊本

 陸軍病院で編成され、現地で必要な医師、

 が顔見知りの方々でした。

 生方の御指導を受けましたが、自分の性格

　一日１０名～３０名位の検査がありました。書類

 は必ずペンで書かねばなりませんでした。ある

 陸軍病院の業務は、以前にも従事した経験が

 日、決済を受けるため私が持参した書類の中に

 そのような書類を提出したのか考えられません

 と思います。

 なってしまいました。

  このような悲惨なことは再びあってはいけない

 士官がおられました。上原婦長が戦死されたこ

  私は、国保保健婦として採用され、多くの先

 書類（病床日誌）を作成して病院長（部隊長）の

 決済を受け、治療方針が決定されました。

 鉛筆書きのがあり、ひどく怒られました。どうして

 とも、妹さんから聞くことができました。

  １０月に糸満へ行かれる古謝見習士官にお願

 いして糸満地区病院で５カ年、その後約３０年

 各診療所及び病院勤務を致しました。

 の熊本出身の看護婦長さん方等、ほとんど

 血液等の顕微鏡検査で菌（＋）が証明されると

 がわかり、その後はドラム缶を井戸端において

南風原文化センター行事・展示会案内
・第６回町内の沖縄タイムス 図画・作文・書道

入賞作品展

１月16日（日）～23日（日） 企画ホール

主催：南風原町文化協会書道部

・アイヌ工芸作品３人展

１月21日（金）～23日（日） ギャラリーさゆん

主催：新田増美・本間英子・片山弘子

・第19回新春演芸会

１月30日（日） 午後3時～4時半

「はねて 笑って 落語でぬちぐすい！」

出演：おきらく亭すい好（二つ目） 入場無料

おきらく亭ちんす好（小禄中学2年）

製作した字マップをもとに、、以下の日程で

シマ歩きを致します。参加ご希望の方は、実

施日の５日前までに事務局までご連絡くださ

い。

日時

２月１３日（日）喜屋武 ／２７日（日）照屋

３月 ６日（日）本部 ／２７日（日）兼城

時間 13：00～15：30

13：00文化センター集合

13：30出発 15：30現地解散

参加費500円（保険料込み）

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

沖縄戦突入前の陸軍病院

第三外科看護婦 金城 ツル

第二回 ふぇーばる物産展開催

昨年に引き続き、今年もふぇーばる物産展を

開催します！私たちガイドの会も昨年同様、

物産展事務局として参加しています。（理事会

承認済）昨年度よりもさらに充実した物産展を

目指し、実行委員会が取り組んでいます。ご

期待下さい！

日時：２０１１年２月１１日（金）～１３日（土）

１０：００～１８：００

場所：南風原文化センター

シマ歩き参加者募集

「閃光の中で－沖縄陸軍病院の証言－」より転載


