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 愛楽園で宿泊し施設めぐりをしたり、別の日に退所者の金城幸子さん

 のお話を聞く機会も持ちました｡そんな中で社会の中での偏見や差別

 は病気の人をもっと傷つけていることも分かりました。「ハンセン病のこ

 とを勉強して、人権を守る、いい大人になりたいと思いました。（根路銘

 里佳）」。

   本研修では、広島、京都（立命館大学国際平和ミュージアム）、「ふ

 つの壕」を熱演した、まぶいの会のメンバーとの交流、大阪人権博物

 館などを回りました。今年は、東日本の震災、福島の原発問題のことも

 施設の見学やガイドの話を聞いて

 いたようです。「戦争のときは、何

 でも戦争の役に立つものだけを作

 るのはひどいことだ（大城祐斗）」。

 ニゲーサビラサ。「今日もしっかり

 しました。学ぶことに年齢は関係な

　　　　　　　　（学芸員　平良 次子）

 つのことはよく覚えており、私がガ

 思います。伝えるには自分が知ら

 なければなりません。そして、ある

 しっかり残そうという声があり、現

 在テープ起こしをすすめている。

 あじも違うガイド内容に皆関心しき

 の方々からは沢山の教え、おもて

 なしの心と優しさを教わりました。こ

 いというけれど、本当にそうだなと

 りであった。なお、当日のフィール

 ドワークについては、文字にして

   ガイドの会一期生として最初の講

 あり、子ども達は敏感に、熱心に

 ほしいと思いました。事前学習で

  　　　大城
おおしろ

　律子
り つ こ

     重元館婦長、そし

 は南部戦跡めぐりや、調べ学習

 で沖縄戦のことを学び､米軍基地

 番いい。その元気でもって、平和

  ２０１１（平成２３）年9月１０日　  

　

 座を受けたとき、私より年配の方が

 沢山いらっしゃったのに驚き感動
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 た。

 内容になって10月末発行をめざし

 は、会員外も含めて24人。ふだん

 南部の会員にとっては、衝撃的で

 あり、中身が濃く、深い内容に皆

 原町の各字紹介など盛り沢山の

 ております。今回は外部の方の

 協力を得ることで、より深く広くの

 内容が発信できるように配慮をし

 ました｡

   沖縄陸軍病院壕、南風原文化

 センター、ガイドの活動、南風原

 町の物産、南風原町の祭、南風

 麺打ち開始です。でもみんな初

 めての経験におっかなびっく り、

 イドをする活力となり､「伝えなけれ

   ガイド活動をしていて､若いガイド

 戦争体験者が「伝えてくださいね」

 とお願いされていたあの姿｡この二

   朝9時集合。材料をグループご

 とに分けるところから準備開始。

 ました。黄金森中心にした平和ガ

 近いうち会員の手に届けたい。

 月31日(水)に行われた｡出席者数

   学習部「ならゆん会」主催の

 フィールドワーク「基地巡り」が、8

　　　　 （ガイドの会　安仁屋 真孝）

 と20号壕の前で合掌。

 の二つの力がうまく融合されてガイ

 ば」との使命感のようなものを持つ

 ようになりました。

 ドの会が継続していると思います。

   みなさんとの出会いで私の世界

 は拡がりました。そして筆舌に尽く

 しがたい辛酸な戦争体験をされた

 方々を想うとき、己の悩みや心配

 生や研究者とは、ひとあじも、ふた

 れたカンパは７８１９円ありました。

 ございます。これからもユタシクウ

 事がなんくるないさと思われ､物事
 を寛大に捉えられるようになりまし

 た。

   お付き合いいただいてありがとう

 伝えます。安全に導いてください」

 の方々からは心強い息吹を、年配

 したが、次回からはゆとりをもって

 使います。全て手作りのそばうち

 やした灰をきれいにこしたものを

 た28ページもの大作。ガイドの会 できそうです。自分で打ったそば

 を食べるのは格別ですよ。

 熱心に聞きいっていた。ガイドを担

 基地にあまりなじみのない那覇、

 付き添い9人、南風原の中学生

 だしをとり､三枚肉はあらかじめ煮

 込んでおきます。

   12時前、子どもたちが到着して

 なかなか積極的に手が出せない

 みたい。手作り麺で大事な灰汁

 ながらなんとか完成して食べ始め  紹介する小冊子を作ることになり

   宮崎県日向市からの中学生と

   そば作り体験のサポートは私も

 初めてでちょっとドキドキしていま

 作り体験」が8月20日行われまし

 21人合わせて30人の「沖縄そば

  

 

 

 

 

 

 

 

 て広島での受け入れを全面的に引き受けて下さった被爆者の沼田鈴

 子さんが相次いで亡くなりました。あらためて戦争体験を直接受けつぐ

 重さも感じました。   

 は結構勉強になりました｡事務局

 長みねこ先生のアドバイスを受け

 たのは1時過ぎでした。

 (あく)はわざわざガジュマルを燃

   今年の参加者は、女の子６人、男の子２人。やはり元気がいいのが一

 というのを力強く握りしめていって

       2011年は、いろ

     いろな意味で節目

     の年でした。南風

     原町の子ども平和

     学習交流事業の

     きっかけを作って

     下さった、沖縄陸

     軍病院の具志八

 のことなどをガイドの宮川光世さ

 んに案内して教えてもらいました。

 ☆みなさんから辺野古に寄せら

 編集に頑張っております。

 当したのは、学習部長の友利恵徳

 さん、友利部長いわく「予算がない

 ので自分でガイドします。」というこ

 とであったが、友利さんは平和ガイ

 ド歴十数年のベテラン。大学の先

 イドの活動だけでなく、そば作り、

 琉球舞踊などの体験学習、字めぐ

 メンバー以外外部アドバイザーも

   南風原平和ガイドの会の活動を

 て、全員で取材や記事の作成、

       （ガイドの会　おーたれーこ）

 りなど町歩きガイドの活動もまとめ

　　　　　（ガイドの会　藤原 政勝） 淹れにんで7月5日から取り掛かっ
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②

   ９月９日､沖縄中部病院に総婦長

 の真玉橋さん（陸軍病院第二外科

 婦長）をたずねた｡宮城中尉も元気

 でおられるからと会うことになった。

 そのとき､中尉は「元気でよかった。

 宮城軍医は女の顔を殴るくらいの

 人間であったのかと思いながら君

 が死んだら、私は一生悔やんでも

 悔やみきれなかった。幸い無事で

 逢うことができてよかった。そのとき

 のいきさつを話そう」と言った。

   「残地隊は任務を果たしたら隊長

 (宮城中尉)を護衛して最後の目的

 地まで送り届けるのが、任務であっ

 た。しかし教育隊はそうしなかった。

   数ある課題を、まずは事務局員

 と理事の皆さんのご協力を得てひ

 とつずつこなし、成果に結びつけ

 て慶びを共有しています。

 の講座は、南風原町の歴史や文

 化をまとめたＤＶＤを鑑賞して、文

　　　　集合　9：00　文化センター　

　　✿　沖縄そば作り

9/11（日）～17(土）

　✿　『よみがえる琉球芸能

　　　　　　　　　　　　　江戸上り』
   要になる企画営業推進部を、応

 募した皆さんでいよいよスタートし

　　9/22（木）～10/4（火）

　15：30～上里隆史氏による講話

　✿ 「生きるチカラ
　～福島から沖縄へ　人生第2ステージで

　のおかげと感謝。感謝。

  　私たちガイドもま

　すます平和を伝え

　る為にチバティイ

　チャビラ。

 りを運んでくれるのを信じて頑張っ

 ています。

 せに痛いのかと、病院で気合いを

 それで二人とも病院の勤務をする

 日曜、総合ガイド養成講座が行わ

   今回の講座では、南風原の歴史

 や文化、織物、御嶽や拝所と遺跡

　　　　　　　　　　　　　宮城 弘子

    先月、栃木県からいらっしゃっ

  いましたお客様のお話です。

  “朝日新聞”にお勧めしたい戦

  争遺跡の記事があり、沖縄陸

  軍病院が、トップ10の中に入っ

 1 ガイド養成講座

　※交流会　10/2（日）　18時から

　　ぜひ、ご参加ください。

　字の歴史、文化財、伝統行事を

　パネルと写真で紹介。

　　10月16（日）　中央公民館

 2 シマ歩き

 3 沖縄そばづくり体験

 4 2字のマップ制作開始

 5 体験学習指導者講習会へ参加

 6 草木染めについて（10月）

　　　　9/25（日）　10：00～

　　　　　場所　本部公民館

 　25日の｢沖縄そば作り体験｣の仕

 込み水を汗だくになって準備して

 いる状況を満月がみて、きっと実

 言う唄の様に振り

 て黄金森を整備するために町は

                      （学芸員　上地）

 どの理由から、必要な範囲は個人

 構造に影響しない位置に移動して

 もらい現在の形で新築されました。

　　✿　本部字展

　　　　場所　文化センター交流室

　

　　　　9/11（日）　9：00～

 待っているから家族の許にくるよう

 にとのことで､昭和２０年８月より２２

　　✿　字照屋のシマ歩き

 のいのちをうばってしまうので、も

 らめて位牌を作っていたが、噂を

 に勤務することになった。

 場､遊歩道などが設置されてきまし

   中頭の棚原の壕で収容されたの

　9月の予定

 かった。女の君でさえ石を握るほ

 う、ぜったい二どと､やらなければ､

 いつまでもずっとへいわでいられ

 のあねが、一ばん下の子をだっこ

 して、きょうだいだけで、にげたとき

 ゆるめた｡軍属と言うと屋嘉収容所

 宣撫班の言葉にはまだ疑心暗鬼

 であったが、その一人が「軍人のく

 は３ヶ月後の９月１２日であった。

 私が助ける番です」と、陸軍病院

 と母は聞いているのだが、孫が答

   7月24日～8月21日の間の毎週

 年４月までの婦長としての勤務を

 辞して沖縄中部病院の産婦人科

 でのお礼を言ったので、警戒心を

                (編集部　大城逸子)

 けるように教えられた。収容所のテ

 ントで大嶺シゲ子（第三外科看護

 地にある墓であること、当該地以

 回されてきた沖縄。

 えられるはずもない。母だけでは

 ない戦前の人達は､平気でこんな

 標準語(？)を使っているのである。

 れ、白紙に「戦世になりば夫持ち

 はんち、石ん持ちゅしがる夫ん持

 ちゅさ」と書いて下さった｡｢今の今

 まで、先生は人間ではないと思っ

 部下の手前、ああするよりほかな

 お金も変化するが､

 言葉だけはウチナー口＝方言と

 言うものだ。私も方言で育ち普通

 に使う。先日の高校野球を見なが

 ら、『マー県？』と母は孫に聞いて

 いた。孫は「？」と首を傾げるばか

 り。マー＝何処?､つまり何処の県

 に入れられるから民間人として届

 もいました。　

        婦）と草刈り作業に行くところ

        に､百名の区長田島さんが来

        られ、｢知念地区中央病院に

 浜松哲雄先生が院長をしておられ

 るが､看護婦が不足で困っている

 から､協力して欲しい」と言われた。

 ことにした。地区病院は南部１１ヶ

 聞いて具志川より姉がきて、母が

 入れられて命が助かった。今度は

 所を巡回して診療をしていた。

    収容され命拾い  ど怒るくらいであるから、男だった

 ら銃剣で殺されていたであろう。

 君は僕の怒りのはけ口の犠牲に

 なったんだ。許して欲しい」と言わ

 内心の怒りを押さえることができず､

 ていましたが、よくわかりました｣と

 話し合うことができた。

   Ｑ．見学者からよく質問されるの

 ですが、壕入り口と出口のお墓は

 らいこころなんだな､とおもいました｡

 ました。わたしは、せんそうがない

 ように、友だちとなかよくします。

 せんそうは、人（ともだちやかぞく）

   わたしは、紙芝居『聞けなかった

 おかえり』を聞いて、こんなのぶこ

 きました。おじいちゃんは、(その時

 さんのこころは､とってもとってもつ

 私は、おばあちゃんや、おじいちゃ

 んからも、せんそうのお話をよくきき

 ます。おばあちゃんは、一ばん上

 子供だったので)お母さんに、だっ

 こをしてもらって、にげていたときき

   ストゥミティー（朝

   Ａ.２基の墓は戦前からあり、掘込

 み墓（丘陵の斜面を掘込んで墓室

 るので、そのほうがいいな～とお

 なっても、おこってほしくないし、

   私は、たいらみちこさんの話（か

 みしばい）を聞いて、おもったこと

   私の家族は私が戦死したとあき

 古いものですか。どう説明したらい

 いでしょうか。

         （ガイドの会　横田 眞利子）

 土地を公有化し、20号壕の整備や

 食）を食べながら、

 ふと母の事を思う。

 唐ぬ世から大和ぬ

 世からアメリカ世と

 を設けた墓）でした。都市公園とし

　　　　　　　　(事務局   諸見里 円)

 事を学んで、ガイドの会の活動の

 役に立てるようになりたいです。

 のですが、南風原に来てまだ1年

 経ったばかりで、今回の講座は初

 めて聞いたり、見たりのことが沢山

 れました。参加者は、既にガイドの

 会に入会している方も含め、9名が

 受講しました。

 ありました。これからも、南風原の

  ていたようです。「沖縄は何度

  か来ているが、ここは知らな

  かった。」と見学されました。こ

  の20号壕が、全国的にも知ら

  れるようになり、平和学習に役

  立っている事にとても嬉しくな

 　 これも、南風原町の取り組み

 化センター館内と20号壕を見学し

 ました。その後、受講生ひとりひと

 りに修了証が授与されました。

　　私も、今回の受講生のひとりな　りました。    

 などを教えて頂きました。最終日

　　　　　(事務局長　金城美根子）

 

 は、もう二どと、せんそうなんかを

 やってほしくないなと、おもいまし

 た。あと、わたしたちが、大人に

 た。しかしこの２基は戦前からこの

 外での墓地が探せなかったことな

 文化センター、陸上競技場､野球

 の土地として残し20号壕の出入口

 ます。

「閃光の中で－沖縄陸軍病院

の証言－」より転載

翔南小学校 2年生

みやぎ かこ
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管理人室から
総合ガイド(第2期)養成講座理事会便り


