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   皆さんもまだ記憶に新しいと思い

 す。

 が必要というのを聞いて、「よし！」

   そんな中で、被災者の方を沖縄

 県が受け入れるのにボランティア

 と電話をしました。担当の人が「空

   県道の拡張工事に伴う通称「飯  仮設階段を設置。文化財保護委

 しょう。カーテン程度のもので仕切

   ｢俺にできることは募金だけか?ボ

 射能は漏れ、日が経つにつれて

 その被害の大きさがわかってきま

 した。また、政府や東京電力の対

 が3月11日にありました。私は翌日

 知って非常にショックを受けまし

 応の悪さも目に付くようになり、イラ

 イラし何もできない自分が情けなく

       （ガイドの会

                  ３期生）

 た。日々死傷者の数は増え続け、

 局長に就任することが7月理事会で決まりました。それにともない事務

 請を受け、7月28日、町は「トンネ

 ル部分の埋め立ては撤回し､保存

 階段部分を埋めた場合､今までと

 の道のりが変わることに懸念を示

 してしています｡

   A．20号壕の中央部は19号壕、

 21号壕への通路があるため十字

 願いいたします。

 藤原政勝さんが一身上の理由で退き、金城美根子副理事長が新事務

 事業に取り組んできました。そして

   ガイドの会設立、ＮＰＯ法人立ち上げの立役者だった初代事務局長

 子さんがなります。今まで来町し

 ていただいた学校様や旅行社様、

 物は倒壊し、福島第一原発の放

 ランティアとして福島に行くか?｣と

 考える日が続いていました。大学

 の先生方も地震の事について話

   皆さん、お久しぶりです。顔は老

 けてますが（^_^）ガイドの会では、

 若い人の部類に入る福広太郎で

 行方不明者も膨大な数になり、建

 悶々としていました。
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        （翔南小学校の生徒さん)

 と雇用再生事業の指定も受けまし

 た。私は事務局長として、法人の

 目的にもあるように、『沖縄陸軍病

 院壕』を基軸に､会員の皆さんと一

 緒に『事務局長は常に中心になり

 所員に平良新吾さんが公募で加わり、新しい体制でのぞむことになりま

 した。藤原さん、長い間お疲れ様でした。金城新事務局長、よろしくお

  ２０１１（平成２３）年８月１０日　  

てぃーだブログ

 軍病院壕のガイドとして、『自分の

 出来ることは自分たちで』と南風原

 独自のガイドの会をつくってきまし

 た。

   平成21年5月にNPO法人に向け

 医師や看護婦、衛生兵など多く

   平成19年4月に『南風原平和ガ

   Q．20号壕ではなぜ手術室が壕

 化財保護委員会との協議を重ね

 の真ん中にあるのですか。  にもいくつかの壕に手術室がある

 こではランプがないため危険を承

 上げの道」の一部分、県道下のト

 する」という方針を示しました。しか

 し現在進行中の中央公民館と駐

 車場の建設工事に伴い､今ある階

 から壕群までの距離感も大事｣と､

 の動きをお知らせします。

   町文化財保護委員会などの要

 の人がこの場所に入ることができ

 たのでここを手術室に使ったので

 路となって広いスペースが確保さ

 れています。そのため手術のとき、   なお県道工事までには、あと3・4

 ンネル埋め立てについて、その後

 られていた部屋です。20号壕以外

 町の皆さんとも､まちづくりの多くの

 イドの会』を結成し、その際会員の

 皆様より会長に推挙され、沖縄陸

 毎年少しずつ、来町者も増えてま

 体と頭を働かし汗をかき、会をいか

 に発展させ存続させるために何が

 必要か。』を第一に考え、南風原

 さい。
　   これまでの皆様のお力添え本当

 に有難うございました。

 いりましたが、7月末をもって事務

 局長を辞任することになりました。

   これまで頑張ってこられたのも、

 会員の皆さんのご協力と、旅行社

 をはじめ学校の先生方のお力添

 えがあったからと感謝の念で心が

 そして町の人々と一緒に活動して

 てきた事を念頭において､『また来

 たい南風原』づくりに頑張ってくだ

 てのガイドの会を結成し、同年9月

 に認可をいただき、同時にふるさ

 一杯です。

   次期事務局長には、金城美根

 知で、昼間に外の明かりが入って

　　　　　　　　　　（学芸員　上地）

 んだ、と。それが継続することにな

 今日この頃でした。

 いている時間で構わないので、無

 くる壕入り口近くで手術をしていま

 した。

 理せずお願いします」というのに、

 ハッとしました。

   ボランティアというのは自分を捨

 ててやるんではなく、自分に余裕

 があって、できる分でやればいい

 ということを気付かされました。この

 ことは南風原のガイドでも活かせる

 と思いました。平和を伝える想いも

 大事だが、自分にできる範囲で背

 る。そんなこんなことを考えていた

 ランプなどの灯りをもちいていまし

 た。しかし設備のない壕もあり、そ

 という証言がありますが、手術設備

 が整っている壕では手術の時には

 伸びせずやることが何より大切な

        福 広太郎
ふく こうたろう

 年程の時間があり、今後も町と文

 員会の吉浜忍委員長は「炊事場

 ていくようです。

 が落ち着いたのを覚えています。

 したりしていました。そんな時にふ

 と「今、学生という身分の俺には勉

 強することが一番なんじゃないか。

 勉強して二度とこんな悲惨なこと

 にならないような仕組みだったり教

 育を学ぶことが大事なんじゃない

 ますが、東北地方太平洋沖地震

 か」と考えるようになり、少し気持ち

 段は埋め立て、当面の間かわりの

飯上げの道

トンネルは保存の方針

事務局長交代
新体制でフレッシュにGO！

事務局長の交代にあたって

藤原 政勝

ＰＥＡＣＥエッセイ

背伸びしないで平和を語る

藤原 政勝 金城 美根子

http://haebaruheiwagaidonokai.ti-da.net/


②

 て」外に出たのであった。　　

   ６月１９日、陸軍病院が解散に

 なった。その頃、南風原に引き

 返したときに濡れたのが原因で

 急性肺炎になっていた重態の

7月の報告

　　『ならゆん会』の第２回学習会

　　　　　　　基地めぐり 8月の予定

 がら吐きすてた。苦労して持っ

 めゆりの塔に南風原の壕のこと

 を伝える為の部署をつくるとか?

   南風原文化センターで友人の

 絵画展があり、４名の友人と森を

 した。案内所の親切な対応お茶

 までも出してくださいました。ガ

 イド太田さんの説明を受けなが

 ら壕内を見学いたしました。戦

 争がいかに人間悪か、国家悪

 か、またこの状況を大切に保存

 されて、後世のため、平和のた

 復元され、維持されておられま

 すことに心から敬意を表します。
　

        まった。荷物が重くてどうし

２０１１・６・９　７０代　男性

 会費 ／ 500円（傷害保険料含む）

 

 地面の石を両手でしっかり握っ

 が呼び出しているような気がし

 めに、町はじめ関係者の熱意で

 てきた医療器材は、外科壕で

 直撃弾を受けて、それまで側に

 と抱きながら「こんな器材なんか

 私を､真栄平トヨ看護婦が背負っ

 て壕を脱出したが､逃げる途中､

 米軍の砲撃で吹き飛ばされた。

 越えて２０号を見学させて頂きま

 宮城軍医中尉が歩いてきて、

 「奥松君のやっていることは悪

 いとは思わないか」と問われた。

 「いいえ」と答えたら、いきなりビ

   新聞でひめゆり学徒達が食事

 を運んだとされる道が失われる

   教会の平和学習で、毎年６月

 に戦跡を訪れています。自然の

 壕でなく、住民がシェルターを

  6 飯上げの道の埋土問題新捗状況

◆◆◆新垣 正宏　３部作◆◆◆

南風原生まれの紙芝居！

～集まれ！集まれ！～

　とき：2011年8月21日(日)午後2時

　ところ：南風原文化センター

　

 気が付いたら誰もいなくなって

 いた。戦後も彼女を探している

 が、逢えないのは、あのとき亡く

 なったのかも知れない。命の恩

 人で忘れることができない人で

 ある。

  るのである。「私は、そのように

  勉強しました」「そのように聞きま

  した」「そのように本で読みまし

  た」・・・それを、そのつど言って

  たまに、「沖縄戦当時、何歳でし

　　　　　　　　する時間を設けます。

   高嶺製糖工場跡で小休止の

 際、掘り割りの所からゆっくり将   を体験したわけではないので、

  「ウソを言い」の川柳にされてし

  まったのである。しかし、決して

  ウソではない。ガイドさんの説明

  には、ある言葉が省略されてい

 校マントをはおった残置隊長の

　日時 ／ 8月31日（水曜日）

   怒りを抱いたまま歩いていると

 泥水のたまった弾痕に落ちてし

        ても這い上がれない。その

        ときひきあげてくれたのが

 隊長の宮城中尉であった。本当

 はやさしい人だったんだなあ､と 

 思うと涙が出てきて止まらなかっ

 た。  

   再び伊原に戻ったとき､上原婦

 長は「マッチャン、こちらでは戦

 死公報が出ていて悲しかった」

 ここでは必要ないのよ、こんな

 使うことはなかった。

   ６月中旬頃、壕内の空気が息

 苦しくて外に出た途端に入口に

 ていた。「ここで、こいつを殴った

 ら重営倉だ」悲しそうな親の顔

 が浮かんできたので、肩から力

 ものを取るために･･･」と泣きな

  たか？」と聞かれることがある。

  えっ、何で私が？！こんなに、こ

 した。津嘉山に住み、９年目で

 すが、まだ１度も見たことがなく、

 失われるかもしれないと聞くと､あ

 わてて来たわけです。歴史の流

 れの中で戦争の足跡を残してお

 きたいと思う気持ちと、狭い沖縄

 の土地としての活用に心がゆら

 ではものたりないと思います。ひ

  てきたような　ウソを言い」という

  のがある。例えば戦跡地で、バ

  スガイドさんの説明が体験者風

  な言いまわしに聞こえるからで

     までお願いします。

字喜屋武

2011（平成23）年８月28日（日）

集合/9:00　　　出発/9：30

字宮城

2011（平成２３）年８月２１日(日）

集合/9:00　　　出発/9：30

　　　※宮城公民館を9：30出発

　　　　　　　　　　　　子ども会も参加

　集合 ／ 8：45　文化センター

　出発 ／ 9:00

　終了 ／ 17:00　文化センター

　昼食 ／ 各自持参、途中購入

 ※注意！！

 帽子、日焼け止め、飲み物お忘れなく

歓送迎会！！

　※出席の可否の連絡を事務局

   7月末で事務局長を辞職した藤原さ

 んにお疲れ様会と、新しく来てくれた

 平良新吾さんの歓迎会をします。

 日時 ／ ８月23日（火）    7：00

 場所 ／ 文化センター (交流室)

 会費 ／  2000円　（当日徴収）

 3 総合ガイド養成講座

 4 マップ制作の進捗状況

 5 体験プログラム冊子制作の進捗状況

  1総合ガイド養成講座

  2 シマ歩き　①字宮城　　②字喜屋武

  3 残り4字　（山川　神里　宮平　

  5 学習部『ならゆん会』の第2回学習会

　　　　　　　　津嘉山）のマップ作り計画

  4 紙芝居鑑賞料金設定

 員の皆様のご意見を取り入れ、会

 運営に繁栄させて我がガイドの会

 の発展になるような理事会にもって

　　ペーニフェーヤ

http://haebaruheiwagaidonokai.ti-da.net/
アドレス

　　　　　　　　　　　　　宮城 弘子

　　  今年は台風の当たり年です

　  ね。生活の中で考えるとやっ

　  かいな台風も大自然の営み

　  の中では大切な自然現象の

　  ひとつなのでしょう。私たちは

　  台風対策をしっかりしましょう

　  ね。

　　  ところで、台風の度に文化

 いく次第です。     (金城 美根子）

 1 第58回南風原文化センター企画展

 2 シマ歩き

 先の見える方向付けになったと安

 堵な思いをしています。今後、会

　 新体制初の理事会が９日に開催

 され、貴重な意見が次々と出て円

 滑な運営まではいかないにしても

 が抜けて石を手から離した。

 ンタを張られたので、「何をこい

 つ！」と、座っていた側にあった

 かもしれないと知り、飛んできま

 の母を思い出させました。母を

 大切にしないといけないと改め

 て思った事です。

６０代　女性

 造ったのですね。６６年前に生ま

 れてなくてよかったと思います。

 ２度と人が戦争をしない様に祈

 る者です。

   ロビーに飾られている『平和の

 祈り』の油絵がとてもいいです。

 掛けられてある場所もいいと思

 います。展示されている写真で

 お正月の晴着姿の写真、自分

２０１１・６・２８　４０代　女性

 いた長田婦長が戦死した。「親

 いでます｡南風原壕群２０号だけ

  ある。若いバスガイドが沖縄戦

    有名な川柳に「バスガイド　見

　　イビタン！

  いてはガイドにならないからであ

  る。私も平和ガイドをしていると、

  んなに、こんなに若いのに・・・。

　  の大そうじイッ

　  飯上げの道の倒れた木の伐

　  採や20号壕周辺

　  センターの上地学芸員はじめ､

「閃光の中で－沖縄陸軍病院

の証言－」より転載

たくさんのご意見・ご感想

ありがとうございます。

８月のシマ歩き

８月の理事会

管理人室から


