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 　シンカヌチャー

 しかし何度か試みるうちに祖母の

　 （徳島県議会議員）　

   遠い徳島から応援

 　　　　　　しています。

　桜井　厚　様　　
　　　（立教大学教授）

　 南風原の熱心な語

 りからあついものを感

 じ、発信しています。

 るしすごくショックでした。

 兄、姉、幼い弟であり、ひめゆり学  口が開いたのです。「孫のあんた

 です。私たちの時は、「平和学習」

 悲惨な戦争体験を伝えられること

 社会福祉の現場で支援員をして

 ていくという事ですので、街で見

　　早速行動を開始していて、事務

　局長、事務局員、部会員とで手

　分けして営業活動に精力的に動

 体験学習の受け入れ態勢が万全

 を期しました。

   さあ～ いつでも いらっしゃい目

   皆さん！達成感のある充実した

 リーダー養成講座を皆で受講して

 得しました。終了証を手にした満

 成、ポスター)の準備。あるグルー

 プは早々と出来上がり、提出して

 すぐにＯＫ！ グループによっては

 なかなかＯＫをもらえず、何度も往

  れました。３つの部会のうち学習

　部会と広報部会は定期的な活動

　が実践されていますが､私達の企

　画開発部会は休眠状態が続いて

　　部会長は玉城双善氏が快く引

 　ました。ツールとしては、広報紙

　事務局長の挨拶廻りを兼ねて、

　町役場を含めた町内の公共施設

 　とイベント情報などです。

　固にしたいという意向で再編の部

　員を募り、今こそ好機との声があ

　ができました。

　き受けていただき、副部会長に

mail/ haebaru.gaidonokai@beetle.ocn.ne.jp

  ２０１１（平成２３）年10月13日　  

       認定証を貰いましたよ～!!

 ードな研修会に参加してきました。

 けての提出物(緊急連絡網、事前

 去った9月20～23日(3泊4日)のハ

 だから話してあげようね」と話し始

 面な顔で記念撮影「ハイ　チー

 ズ！」これで安全、安心を備えた

ＮＰＯ法人 南風原平和ガイドの会

　がり、活動の再開にこぎつける事

　いました。そういった状況の中、

    ９月16日、企画開発部会が開か

 　　　　　 (事務局長 金城美根子)

沖縄県南風原町字喜屋武257番地
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 Ａ　Ｂａｓｉｃ　Ｓｋｉｌｌｓ－ＣＰＲ＆ＡＥ

　　　　　　　　　　  ガイドの会

 遺族が声を上げ続けることは、裁

　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　鉄の暴風

   もし国が国民を戦争へ動員した

 ことに責任を負い謝罪して補償し

 ていたならば、神社に合祀される

 た矛盾を最も体現している沖縄戦

 ことなどありえないことです。そうし

 は地方や過疎の地へ設置するという日本政府のやり方、そしてそれを

 許してしまっている大多数の日本人がそこにはいます。私達、沖縄や  点数の差はあったにしても全員取

 さんは語っています。

　新事務局長がぜひ､当部会を確

 家族の氏名取り消しを求める5名

 の遺族がいます。5名は沖縄戦の

 我が『ＮＰＯ法人南風原平和ガイド

 の会』に風を向けましょう!!

 数十年前のあのヘリの落ちた大学

   靖国神社の霊璽（れいじ）簿から

 遺族5万人にも匹敵します。なぜ  は話したくない」と拒否されました。

 沢山の人々の寄せ書きで埋まっ

   ９月２２日から１０月４日まで文化センターにて「生きるチカラ」展が開

 かれました。

   会場正面奥の壁に広がる黒地に描かれた白い防護服の人がまず目

 に入ってきます。そしてその前方右側には、いわき市から沖縄への１５

 ００ｋｍを一緒に避難してきた愛車ジムニーが展示されています。震災

 と津波と原発事故という三重苦の大災害に見舞われて、沖縄へ避難し

 てきた鈴木さん夫妻の展示会です。

   「フクシマとオキナワ」このカタカナで表される地には、原発と基地とい

 う今の日本を象徴するある共通項が見えてきます。いわゆる迷惑施設

 んは芸術活動を通して、智美さんは、町照屋の工芸技術センターで

   救いなのは、鈴木さん夫妻が南風原町に移住してきて、この地で励

 まされて「生きるチカラ」を再び得ることが出来たという事です。忠壽さ

 琉球絣の技術の研鑚に励んでいるという事です。

   前述のジムニーは、会場に訪れた

 そして福島の人達はもっと声を上げ続けないといけないと思います。

 ています。県内をこの車で移動し

 護金を与え、戦死したことに感謝

 して精神的に慰めることです。

 かけたら声をかけて欲しいと鈴木

 被害者が祀られるには国と靖国神

 社の共同した力が働いていること

 流して合祀をする、つまり生活援

 

 が、裁判の過程で明らかになりま  切なことでであると思います。

 び過ちを繰り返させないために大

 判の勝ち負けに拘わらず、国に再

        　　　　　　　　　　　　　　　賛助会員様にコメントを頂きました。

　（ 松井裕子　ガイドの会会員・
　　　　　　沖縄靖国裁判事務局 ）

  南　恒生　様　　

   最終日を迎え、緊張のプレゼン

 テーションを済ませて実地践査。

 を輝かした青年達(資格取得者)と

 一緒に待っていますよ～！

 育成認定事業」の『自然体験活動

　き回っています。

 なんてなかったし大学に入り普天

 間基地の隣でヘリが上を飛んでい

 回っております。それから本業は、

   カードが張られたが、自分の背

   中は見えず、何が？

   ろで、講座に突入。

 (ＣＯＮＥ)リーダー』　と『Ｌ．Ｓ．Ｆ．

 に入学の頃（そう頭もフサフサで

 真っ黒だったかな）社会学の先生

 から家族の戦争体験談をレポート

 しなさいという課題がありました。私

 は、まっ先に同居していた祖母に

 アプローチしたが「あんな哀れ事

　　　　（企画開発部　大嶺 まり子）

　への営業活動の展開があげられ

 Ｄ』の資格取得です。

   受講しながら、合間に編成され

 たグループで最終日のテストに向

 いっぱいになりじっと聴き入ってま

 した。

   「お早うございま～す」幅広い年

　安仁屋真孝氏が名乗りをあげま

　した｡今すぐできる活動として、新 は､県内及び県外の子どもたちに

 計画書、マップ制作、シナリオ作   齢層の顔が揃い・・・・・

   「皆さんお揃いですね！　隣の

   部屋に移りましょう！」

 めたのです。私は、感動で涙が

   隣の方に「私は食物、植物、動

   物？」「何色？」「居場所は？」な

   どの質問をして、答をヒントに…。

   このゲームで和やかになったとこ

   目的は「環境省　環境教育人材

   さすがにリーダー候補の皆さん

   迅速に移動。

   移動するや否や全員の背中に  復してやっとＯＫ！ 深夜の就寝。

           （編集部　安仁屋　真孝）

　　　　　　　　　　　　金城  淳保
   私の、平和ガイドの原点は今から

 おります。

   平和ガイドをして楽しかった事

   今２人の子育て中で忙しく動き

　金城　正則　様　　
　（南風原町津嘉山出身）

　　チバイミソーリヨ～！　　

　　　　　　　ください。）

 おりその合間に平和ガイドをして

 なら命を落とした家族は、母であり

　（皆さん、頑張って　 

 徒や防衛隊員を含む住民です。

   本来、祀られるはずのない戦争

 拡大適用して、その名簿を神社へ

 した。それは「援護法」を住民へ

体験学習リーダー養成講座 

企画開発部 
いよいよスタート 

賛助会員のご紹介 
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 る等、内に外に、夜も寝る時間を

 惜しむくらい働いている。これは、

 若いときに保健婦として足腰を鍛

 え、また、戦争によって生命の尊

 さ、忍耐力と生きている力が与えら

 れて感謝し、他を思いやる心が養

 われたお陰だと思っている。ささや

 かであるが看護事業一筋にやって

　✿　字大名のシマ歩き　

　　10/22（土）　　13：00～

　１回目　１０時～　　２回目　14時～

　✿　てぃ～だがんまる展

  幅のベッドに包帯を巻かれた重

 いうことが、今後の私の夢である。

 て北谷町よりの要請で昭和５３年４

 その支えとなっているのは、あの

 月に保育園を開園した。

 巡り」のテープ起こしが完了しまし

　　10月16（日）　中央公民館

　15：30～上里隆史氏による講話

 必要に応じて看護婦や家政婦を 

 婦、調理師、精神衛生相談員、華

      看護婦会は各病院や患家に

　集合　南風原文化センター

 縄助産婦協会会長として開業助

 ジにものぼります。 これを読破し

  ✿ 基地巡りの

   ８月31日に行われた「基地

             資料をどうぞ

　　10月の予定

 早めのお申し込みを！！

　　　文化センター　企画ホール

 戦争の大きな試練で得た生命の

 尊さと反戦平和への願いである。

　　✿　黄金森周辺案内

　4　『江戸上り』上映チケット販売協力

　☆　かぼちゃ粉末☆

　　　　10/20（木）～10/25（火）

　✿　草木染め　　10/30（日）

 昭和４８年に厚生大臣より感謝状

 がいいのではないでしょうか。

 我々も意識して「寝台」と使うほう

                       （学芸員　上地）

「ひめゆり平和祈念資料館 資料集3」

   昭和２２年８月より３０年６月まで

 の約９カ年間、コザ中央病院の産

 院分娩を行い、妊産婦、乳幼児保

 れまで尋ねました。南風原壕群

 ２０号はそのうちでも、最も印象に

 赤嶺さんのお話しも大変良かった

 です。

 残るもので、説明していただいた

 に含まれる栄養素の話がある。先

 その中で『たんぱく質は』という説

 明に、即、『たんぱくしつってどん

 来ると、子供達の言葉、会話がお

 もしろくて癒される。だから通い続

 代でほっとする話をご紹介します。

 ※このコーナーは編集部員が交

 激化すると、壕内に収容できない

 健増進に協力している。また、沖

 きました。これからの経験になれば

 校の講師として看護婦育英のため

 すことなどしなかったのではない

 1回ココアがとても嬉し

 かった(もちろん当時は脱脂粉乳)｡

 今は栄養バランスの取れた給食が

 出されている。

   特別支援員として、月に一回程

 給食というものをいただいている。

 給食時間の放送は、「今日のメ

 日は牛乳だった。『牛乳は骨を丈

　　　　　　(編集部　安仁屋　真孝）

 なお部屋？』とある子どもの反応。

 1年生ならではの質問だ！学校に

 ける自分がいる。

               大城逸子　（編集部）  のよい充実した会運営に頑張って

   部会長が揃ったところで、今一明

 きました。

 町村の救急病院でのパートタイム

  された」ことについて。90センチ

 辺り）には木々が繁っており、そ

　　　　　☆事務局長より☆

　　　　の紹介・ふぇばらんコーナー

　5　ちゅ～しんの広告について

 て下さい。数に限りがあります。

 です。希望者は事務局に連絡し

 マスターする事が出来れば、あな

 たも基地に関するスペシャリティー

    に講師として参加。

    所の母性クリニック、母親学級 

 の陰に多くの負傷兵がいたようで

 病院壕はあったはずですので、

 と記念品を拝受した。　

   幸い私は看護婦、保健婦、助産

 産婦の経済的のことも考え、各市

   沖縄戦以前にもこのような軍の

 一つの寝台に二人を収容するこ

 とは想定内だったと思われます。

　　　　10/8(土）～10/16（日）

 健指導や助産学校に実習の場を　

             　1　ガイド養成講座修了

               3　草木染め

 専門的な知識と技術の指導、保健

 夫するカルシウムが多いです…。

   話を聞いたり、見たり、体験した

２０１１・８・２０　１０代　女性

   あちこちの沖縄戦関連施設をこ

  患者が寝かされていたことも資料

 後、現住所（沖縄市）で助産院と

 看護婦会を設立し、助産院では入

２０１１・８・２６　６０代　男性

             　2　シマ歩き    　

   乳幼児から老人までの総合的な

 福祉事業に打ち込んでいきたいと

　 食べる物もなく、アタビー（かえ

　 な時代に生

　　✿　琉球舞踊　４回コース

　　　　11/13（日）　　１３時～

 た。当日の写真入りで２０数ペー

 謝されている。更に受胎調節指導

 員、精神衛生相談員として地域住

 民の健康相談を初め健康回復､保

 確でない部会名の機関紙編集部

 きたことを県や国が認めて下さり、

 えたり、そこに予算や労力を費や

　　　　　　　　　　　　　　②

 これらの免許を有機的に結びつけ

 での助産婦の勤務要請を申請す

 ニューは・・」で始まり、それぞれ

 提供し、また、中央病院の看護学

　✿　『よみがえる琉球芸能

　　　　　　　　　　　　　江戸上り』

　　　　11/20（日）　　１３時～

　金曜コース　18：00～19：30

　日曜コース　14：00～15：30

　　✿　字新川シマ歩き

 道、書道等の免許を取得したので、

　　　　11/26（土）　　１３時～

 婦人科の看護婦主任をした。その

   学校給食は誰にとっ

 ても懐かしい、そしても

 う一度食べたいと思う。

 派遣し、病院、患者、家族より感

 私はあげパンと、月に

　　✿ 　字本部シマ歩き

 でしょうか。だから重症患者への

 青酸カリ配布なども行われたのだ

 わず「寝台」と言っていたようです。

 り学徒は、当時は「ベッド」とは言

 と思います。 

   ところで､元看護婦さんやひめゆ

  面にも寝台はなかったが地面に

 りして、壕のことを良く知ることがで

 いいと思います。   症患者2人はかなり窮屈です。

 す。

 聞きました。特に20号と21号の間

 （現在の園路添いのトイレ向かい

 患者は壕の外に寝かされたり、

 座っていたりしていたということも

   Ａ．最初は一人ずつだったの

  が、負傷兵が増加したために2

  人寝かされるようになったようで

    また20号から19号への通路床

  す。

  本当でしょうか。

 また、戦陣訓が示すように人命を

 を迎えました。

   「ゴールを目指してダッシュ！」の

 思いで望んだ理事会。理事の皆さ

 んから真剣な意見が活発に飛び

 を「広報部」に、企画・営業促進部   下半期に突入！そろそろ正念場

 を「企画開発部」に満場一致で改

 名決定を致しました。学習部「なら

　　　　　（事務局長　金城美根子）

 （ひめゆり平和祈念資料館　資料

 集3）に記されています。 戦況が

 負傷兵がおかれる環境などを考

   Ｑ．「壕のベッドに2人ずつ寝か

 軽視するような組織体制の中で

　✿ 海を渡ったウチナーンチュ
　　　　　　　　　嘉納辰彦写真展

　　―事前予告―

　文化センター受付横

　にて、販売しております。

　 たサー)

　 る）を食べた話はよく聞きます

　 が、ナント！チンナン（かたつ

　 むり）やトービラー（ゴキブリ）ま

 　で食べたとは・・・？！アキサミ

　 戦争を体験した方もいらっしゃ

 ゆん会」はそのままです。そして、

                             宮城 弘子

　　 ２０号壕のガイドさんの中には

   まれてよかっ

 　います。戦争が終わった時期、

　  ヨー（平和

　　　NPO南風原平和ガイドの会

 いきたいものです。

 総合ガイド2期生、平和ガイド6期

 交い、篤いものを感じ取ることがで  生が仲間入りした事を機に風通し

「閃光の中で－沖縄陸軍病院  

               の証言－」より転載  

たんぱく室？ 
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