
　第38号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄陸軍病院壕　平和ガイド通信 ①
ＮＰＯ法人 南風原平和ガイドの会
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
mail/ haebaru.gaidonokai@beetle.ocn.ne.jp

      集合朝8時。文化センター､     5月3日（火）、　憲法記念日にはえばる

    20号壕を見学し､蒸し暑い曇   9条の会主催の、佐喜真道夫（佐喜真美術

    天の中を糸数へ向かって歩く   館館長館）館長によるによる『アートを通し

    歩く・・。ひたすら上り坂です。   てアジアと結ぶ』というタイトルの講演会が

　  12時過ぎ全員到着。ランチは   中央公民館で開催されました。「沖縄が戦

 　 当時と同じくピンポン玉サイ   争体験を哲学的、思想的に深め力にする

    ズの小さなお握り１個だけ。   努力を続ける必要がある。戦争の痛み、重

    その後、ひめゆり学徒の生き

    残りである島袋淑子さんの講   とが重要だ」と語りま した。 はえばる9条の

    話を聞き、｢ガイドの会」の太   会は、〝9条を守る強い意志を持って”地

　 田玲子さん、横田眞利子さん   道に丁寧に活動を続けています｡    　

   5月1日（日）、南風原から糸数まで7,5キロ

 を歩く「沖縄戦を知るピースウォーキング」  もじさもしっかり追体験していました。

 （主催/同実行委員会、共催/南風原平和ガ

 イドの会、南風原ユースの会、フィルム１フィ  我人を担架で運びながらお握り一個という当

 ート運動の会）が行われました。66年前のこ  時の苦難が体験できた｣と感激の面持ち。初め  年5月17日、午後6時30分から南風原文化セ

 の日に､ひめゆり学徒や軍医たちが糸数分室  て糸数壕に入った大嶺まり子さん(２期生)はガ  ンター企画ホールに於いて、平成23年度の

 に移動したことを踏まえ､同じ日にそのルート  マ近くに住宅があることに驚き、「戦争の悲惨  定期総会を開催いたします。

 を学ぶという趣旨です。参加者は県内各地か  な記憶が詰まったガマのそばに私なら住めな    今年度は、ふるさと雇用再生事業の最後の

 ら75人､そのうち「ガイドの会」メンバーは12人  いなと思った｡でも黄金森から糸数までの道が  年になっており、次年度から自立する為の重

 が参加し､壕ガイドや企画を担当しました。  わかったから、次は一人でも行けそうです」と  要な年になります。

  意欲を見せました。       今まで2年間でつくってきた壕の案内システ

 ム、字のマップづくりやそれを活用した字歩き、

 そば作りの体験学習など数々の事業を発展さ

 んの知恵を結集してください。

   総会終了後、新旧職員の紹介を兼ねた懇

 親会を予定しております。その際ささやかで

 すが記念品贈呈を企画しておりますので、

 みなさん！ 500円をご用意ください。

　4月17日宮城をガイドして 　　シマ歩きに参加して

　　半年かけてＭＡＰ完成    雨の中たくさんの方々にご参加いただきまし

 た。なんと総勢３５名！な～ぐしく(宮城)はマッ

　字めぐり楽しそう。でも宮城ってどこ？何が  プを作った(自称)天女５人が案内しております。

 あるの？どういう風に歩けばいいの？と「？」  たくさんの拝所や伝統の綱曳きはじめ､歩けば

 から始まったマップ作りでした｡「宮城を紹介  出てくる興味の数々・・・。

 したいけどおすすめはありますか｣と聞くと宮    公民館から出発し、羽衣伝説のウスクガーに

 城の皆さん決まって「なんにもないよ」と｡すご  着く頃には土砂降り大雨。思い返してみると､

 い謙遜！と思いながら話していくと、「宮城  きっと天女が降りていたにちがいない？？？

 はやっぱり『天女伝説』かな」とほとんどの方

 が答えます｡もっと他にもあるはず､と資料を

 読み何度も歩きまわっているうちに、尐しず  ました。 地元の方たちが拝所を大切に守り伝

 つイメージが浮かび上がってきました。  承し続けているお陰ですね。感謝しています。

 くださった区長さん。マップの原稿を何度も

 細かい所まで見て校正していただいて感謝

 しております。デイサービスに集まったお年

 寄り達はいったん昔話を始めるともうとまらな

 くて・・・本当に元気だなあと感心しました。

 こうしてやっとできあがったマップ片手に気軽

 に宮城を散策してください。見過ごしていた

 物が見えてくることでしょう。もしかしたらマッ

プにない発見があるかもしれませんよ。

       第38号

       発行者

　　　　　　　　　　　　　（編集員　大城逸子）

   赤嶺勉さん（ガイドの会２期生）は「重傷の怪

 せる事が必要です。総会に出席をしてみなさ

ピースウォーキングは次回は6月に予定。参加者募集中。

 ガマを見学。夕方南風原に戻ったときにはひ

   ＮＰＯ法人南風原平和ガイドの会は、平成23

  荷が分かる沖縄だからこそ発信していくこ    

   の案内で実際に糸数アブチラ

  　　　　 む雨に、意地悪さを

  　　　 　感じながらも、清々し

　　　　　 い一日を過ごすことが

  の地元宮城ということで、かなり楽しみにして

  いましたが、当日は雨。でも、みなさんやる気

  満々で傘をさしてのスタート。私も家からあわ

  てて持ってきた甥っ子の傘で肩を濡らしなが

  ら、天女のガイドに導かれての雨中散歩。普

  段、車で通る道も歩いてみるとなかなか新鮮

  で、子どもの頃の思い出どおりの懐かしい道。

 　　　　　　　　　　公務員  与那嶺　健 　ガイドの会　２期生　翁長まゆみ　

    念願のシマ歩きに、初参加です。しかも私

　　平成２３年5月１０日

ガイドの会　４期生　太田玲子

　　　　 　出来ました。

  て呼んでた？」私「ヌンドルンチ」先輩「ヌドル

  ンチ」しかしパンフレットには「ヌンドゥンチ」。

  どっちが正しいのか悩みながも、全部同じよ

  うに聞こえるからいいのかなと勝手に自己解

  決。 ゴールの宮城公園についたと途端に止

   ｢綱曵き｣について目を輝かせてお話をして

 その後も雨降り止まぬ中、予定通りコースの最

 後まで皆さんとムラま～いを楽しむことができ

  尐し狭くなったように見えるのは、大人になっ

  たからなのかな。
    ノロ殿内前にて、字の先輩が「ここの事なん

雨の中のムラまーい
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憲法の日講演会

平成23年度 定期総会のお知らせ

熱心に聞く参加者
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   の予定です。

   日米戦争の末期本土の防波堤となってくれました沖縄の

 あの悲惨さが今の日本歴史に残された。私は終戦時国民

 学校２年生でした。だから、沖縄戦を知っています。静岡県    た兵士ではないと思われます。なぜなら埋葬

 の田舎の学校でした。だけど女の先生(当時２０歳)だったと  た「大谷さん埋葬場所」の標識    骨に伴う遺留品が多いからです。写真参照。  

 のとのことでしたが、先生が話してくれたことを今でもおぼえ  がいつしかなくなっていますが    鉄帽（ヘルメット）をかぶったままもう一つ鉄

 どうしてですか。どうしてあのよう    帽を持ち､防毒面（防毒マスク）や腕時計､万

    　　　　　　　　　　　　３月２４日　静岡県　７０代　男性                   な不便な場所に大谷さんは埋    年筆、爪切り、手榴弾、弾丸など104点もの

                                  葬されたのですか。 (M)    装備品、所持品を持っていました。通常、負

   壕の説明を真剣にしていただきまいた。６６年前の現実が

 目と耳から吸収され､本やテレビで知った沖縄戦を今日ほ    Ａ。黄金森の喜屋武シジ頂上    手当を受けるはずです｡おそらく「大谷さん」

 ど実感した事はありません。強烈でした。 付近で1994年に発掘された日本   は埋葬地近くで即死だったため死んだ場所

   今世に残すべき大切な場所ですね。１名からの見学可は 兵の埋葬場所の表示板は､〝劣    のすぐ近くに埋葬されたのだと思います。

 ありがたかったです。友人・知人に１回行ってみろと声をか

 けたいと思います。                

   また行きます！            ３月２５日　千葉県　４０代　男性 

 から願いました。 

   ガイドさんがこれから高３になるという青年、落ち着いた案

 内と心に染みる語り口、高校生でもこのような悲惨な状況を  

 伝えることが出来るのは沖縄だからこそ・・・ 

   何年か後、又子供を連れて訪れたいと思います。    

                                     ３月２７日　千葉県　４０代　女性

　　　　　　　(学芸員　上地）

 血だらけの負傷兵の姿は凄惨の度を極めて  は出てこないと思う。

 いた。上衣の袖ごと上肢がちぎれた人、両足

 のない人、「看護婦さん痛いよう」　「殺してく

 れ」の泣き声やうめき声が終日聞こえ､まるで

 地獄のようだった。二段ベッドの床隅には毎  きた｡直ちに手術が始まった｡不足している麻

 日のように手術で切り落とされた上肢や下肢

 が１０本以上も置かれていた。女師、一高女

 の学徒も、初めは恐怖のあまり卒倒するのも

 いたが、後からは「この大根はどこへ捨てま

 しょうか」と言うようになっていた。

   多くの患者の中で今でも記憶に残っている  皮肉をいう見習士官もいたが、反論なさらな

 負傷兵がいる。付添いもなく一人できたのだが

 足部が砲弾で複雑にやられ骨がズタズタに砕  多くの命を救ってやるのが軍医としての本分

 けている。どういうふうに歩いてきたのだろうか  だとの信念のようなものが感じられた。

 不思議でならない｡人間の体は一旦緊急時に

 は意外な強さを発揮するものである｡ただ目的

 地に行こうと思う一心で痛みも感じなかったの

 
( ..)φ

   ◎  南風原町字新川

　　　　日時 ： 平成２３年６月１２日（日）

   《日時》　平成２３年５月２２日 （日曜日） 　 ◎  南風原町字本部

   《時間》　午前9時～１２時まで （3時間） 　　　　日時 ： 平成23年６月２６日（日）

　 《集合》　南風原文化センター　　 　※　申込は事務局まで　☎（889）－2533

   《講師》　屋比久壮実氏

   《定員》　３０名 （申込先着順） 付業は仲西祈さん｡(5期生)と金城友花さん。

 《参加費》　600円（材料費・資料･保険代）    ・新職員の紹介

   ・マップづくりの進歩状況報告

   ・ふるさと雇用、重点雇用に関して完了報    ガイドできる予定日は20日までに提出をお

　　✿沖縄そばづくり　　（１０名様から） 　  告書提出の報告  願いします。ガイド予定が組めないのでご協

　《所要時間》　１８０分　　《料金》　1,000円　　　   ・４、５月の行事予定と３月の実施報告

　　✿琉球舞踊　　　（4名様から）    ・平成２３年度総会に向けての取り組み

　《所要時間》　60分　　　《料金》　1,000円　　　

   傷して運び込まれると､所持品は取り外されて

  (骨は全てそろっていますが死因は不明)｡ ま    

だ比較的早い時期だったため､仲間によって     

丁寧に埋葬されたと考えられます｡遺品をその   

　　平成２３年5月１０日

り起こしにきたときに身元が判るようにという戦   　　　

友たちの思いだったのではないでしょうか。　　

※ 遺品の中に万年筆が２本あってその１本に

 ｢大谷｣と線刻。鉄帽も１つはかぶり､もう１つは　

腰近くから出土していることから､戦友の遺品と　　

して万年筆と鉄帽を持っていたのか､あるいは　　

万年筆はこの方の所持品なのかわかりません。

   Ｑ．飯上げの道の途中にあっ

   埋葬された兵士（仮に「大谷さん」としておき

   ましょう）は､陸軍病院に入院していて亡くなっ

 てます｡７４歳になって家族旅行にて３日間見学致しました。         

   戦争の恐ろしさを感じ、平和な世の中でありますようにと心

 であろう。気が張っておれば内科的疾も症状

   もう一人の負傷兵は首里戦線で腹部をやら

 酔薬の代わりに衛生兵がしっかり体を押さえ､

 のでご注意。毛虫は刺します！　

 力よろしく｡梅雨に入り､壕前のベンチに招か

 くお願いいたします。 ☆大城逸子さん（2期

 生）が南風原町女性会63代会長に就任。

 れざる客(ゲジゲジ、毛虫など)が訪れている

 看護婦は交代ができなくて休む暇はなかっ

 た。 「戦傷の大きさや受傷場所の多いのを

 見て米軍の兵器がすぐれていることが判る」

 とある軍医はつぶやいていた。

 ☆11年度20号壕管理人は宮城弘子さん

 （5期生）と平良美智子さん（5期生）。よろし

まま装着させて埋葬したのは、いつか遺骨を掘　   

 ☆翁長まゆみさんが会社を退職「ガイド頑張

 ります！」と心強い！ ☆文化センターの受

            

 かった。できるだけの人事をつくして一人でも

　衛生材料も不足し､ガーゼも煮沸洗濯し､そ

 れを陰干しにして傷病兵の治療に使用した。

 一番辛かったのは両手両足がなく、スイカに

               化・腐食〟によって消滅してしまっ

               たと思われます。表示板は後日復活            

 なった兵の姿を見ることであった。

 れ､はみ出した腸を自分で詰め込み上衣を覆

 うてしっかりベルトを締めて南風原まで歩いて

 ランプの明かりだけの2時間の大手術であった｡

 外科主任の比嘉軍医中尉は、ズタズタになっ

 た腹部の縫合を丁寧になされた。不十分な器

 材であったが、手が目になっていたのでしょう｡

     地獄絵の病院壕

   ３月２３日は､浦添､首里方面に大空襲があ

 り負傷兵が  1日７０人から１００人も送られて

 きた。 手術室には軍医２人、衛生兵２人､軍

 医と兵は交代して勤務が行われていたが、

アンケート・お手紙のご紹介

～ from管理人室 ～
（体験学習）

前線から担架や背負われて担ぎ込まれる

「閃光の中で－沖縄陸軍病院

の証言－」より転載

✿黄金森の野菜を食べましょう✿

喜屋武シジ大谷さんについて

６月の南風原町のシマ歩き募集

４月理事会
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