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①紙芝居 
３月 ガイドの会プロデュースで完成した戦争証言の紙

芝居３部作を、10人のメンバーで翔南小学校、北丘小学校

に出前読み聞かせ。真剣に聞き入る子どもたちの姿に感動

しました。今後の活動の大きな一歩に 

なりました。 
⑥基地巡り 
８月 学習部「ならゆん会」主催で基地めぐ

りのフィ－ルドワーク。南風原はイマイチ基

地になじみが薄いので、衝撃的な学習会に

なりました。 

第 45 号 

2011(平成 23)年ガイドの会 

大波小波様々な出来事がありました。来年へのジャンプを期待し、編集部で見つけたニュース、ビッグ８です。 

 

 
宮城 弘子（南風原ガイドの会会員） 

 近年、修学旅行や一般の人たちの旅行で体験学習や滞在型で

地元生活を体験するプランが人気ですが、毎年のように事故が

おこり、指導者やインストラクターに安全管理の知識や活動が

求められています。そこで 9 月に続いて今年度 2 回目の「体験

活動指導者講習会」が八重瀬町立セミナーハウスで 11 月 26 日

から 3 泊 4 日で開催され、私と嘉数聡さんが参加しました。 

 講習会は一日 25 時間以上あり、事前に聞いていたとおり大

変ハードなものでした。しっかり実技をすることで全員ができ

るようになった「Ｓ.Ｆ.Ａ.救急蘇生法」、日帰りで身近な自然を

案内できる「ＣＯＮＥリーダー」などの資格の認定を受けまし

た。今後、体験学習をするときにはこの資格が必要になるとも

聞いています。安心安全に配慮しながら、私たち南風原平和ガ

イドの会のメッセージがしっかり伝えられるよう、これからも

頑張ろうと思った 4 日間でした。 

②シマ歩き毎月２回 
昨年完成した６字のマップに加え、今年は残りの６字

を制作。新聞や町広報で見学者を公募して、毎月２字

シマ歩きを定期的に実施しています。 

③ピースウォーキング 
５月1日、南風原から糸数、６月19日はひめゆり資料館か

ら荒崎海岸というコースで実施した戦跡を歩くピースウォー

キング。ガイドの会は協賛として大勢のメンバーが実際に

歩きました。 

④飯上げの道埋め立て 
 ７月 突然県道の下を通るトンネルが埋め立てられるという

ニュースが報道され大騒ぎ。理事会で保存決議を出しました。 

⑧企画開発部スタート 
休眠中だった企画開発部が、玉城双善さんを部長に６人のメ

ンバーで再出発。中央公民館のイベントなどで精力的にガイドの

会のＰＲをするほか、営業活動など行っています。 

去った 11 月 18 日、小雨がち

らつくあいにくの天気の中、日

本平和博物館協会の方々が、20

号壕と文化センターの見学に

来てくださいました。壕での見

学では、ガイドの説明に聴き入

る人や、カメラを写しながらも

ガイドの言葉をメモに書き留

める人、センターの常設展示見

学では、展示内容とその方法に

ついて、協会の方々の意見を出

し合う一幕などがあって、その

場にいた私も勉強させて頂き

ました。平和発信をしている

方々の真摯な情熱を見ならい、 

心機一転、がんばろうと思

います。 

 協会の方々が文化セン

ターを後にする際、小雨が

止み、日の光が顔を出しま

した。平和を発信する協会

の行路を示すものである

ようにと、心から願いま

す。（事務局 嘉数 聡） 

20号壕を見学する皆さん 

⑦平和ガイド６期生・総合ガイド２期生誕生！ 
１０月 ６期生ガイド養成講座で、中学生３人を含む１０人が

新しく仲間に加わりました。総合ガイドも９人誕生。今後の活躍

に期待しています！ 

⑤事務局長交代 
８月 ガイドの会設立当初からみんなを引っ張ってきた藤原

政勝さんが事務局長を辞任、副理事長金城美根子さんが事務

局長を兼任することになりました。 

 

11 月 12 日（土）、東京大学大学院教授姜尚中さん講演会（主催／南風原実行委員会）

が中央公民館で開催。「ガイドの会」は実行委員会に入って協力しました。会場は満席

に立ち見が出るほどの盛況ぶり。世界、日本の現在の政治経済、沖縄の基地や教科書

問題など時には感情をこめ激しく時には優しく、わかりやすく話され、とても心強い

感動をいただきました。 

ホールではガイドの会の活動を紹介、私たちにも実りの多い講演会でした。 
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 賛助会員のご紹介 

賛助会員様にコメントを頂きました。 

 

 

12 月 1 日、国頭村安波小学

校、安田小学校のミニ平和集会

が壕入り口であり、参加させて

いただきました。子どもたちの

純粋な心にしっかり「平和」が

根付いていることを知り、思わ

ずウルウルするほど感動しま

した。「平和」のバトンタッチ

がこれからもずっと続きます

ように！そして、新しい年こそ

平和で幸せな年になりますよ

うに！    （平良美智子） 

お便りのご紹介 

 沖縄戦についてはこれまで

いろいろ聞いておりましたが

百聞は一見にしかずとはこの

ことだと実感しました。人の命

がこんなにも軽く扱われた時

代、生きたくともかなわなかっ

た多くの人々の魂の叫びが聞

こえるようでした。知らずにい

ては本当にいけないと思いま

した。ガイドして下さった方あ

りがとうございました。これか

らも多くの人々に話して下さ

い、伝えて下さい。 

2011/10/18 50 代 女性 

 

 南風原の方々が、戦争のこと

をきっちり後世に伝えようと

いうお気持ちがひしひしと伝

わり、すごくしっかり活動して

おられるし、わかりやすい平和

学習だなと、感動しました。ぜ

ひ、そちらで平和学習を行いた

いと考えています。からだや、

目や耳で、たくさんの感覚で学

べるところがとてもいいなと 

✿賛助会員募集 

 ガイドの会の活動にご賛同く

ださる個人、又は企業・団体に賛

助会員として平和ガイド通信の

提供、ガイドの会が開催する諸行

事へのご案内と料金の割引きを

させていただきます。 

・個人一口 1000 円 

・団体一口 2000 円 

《企画開発部より》 

11 月 12 日「姜尚中講演会」 

物品販売やパネルに貼った

新聞などで「ガイドの会」の

活動を紹介。企画部だけでな

く学習部からの応援もありま

した。 

19日中央公民館で「靖国の

檻」の上映会（ヤスクニ上映

委員会主催）があり、その後、

「ガイドの会」の紹介とパン

フを配布し 20号壕見学を呼び

かけたところ参加者の 3分の

１の８人に見学して頂きまし

た。 

12 日は沖縄女性９条の会主

催「慰安所巡りのフィール

ドワーク」。古賀徳子さんが

ガイド助手。辻町の慰安所

跡や、渡嘉敷島で慰安婦に

された故ぺ・ポンギさんの

足跡等をたどった。 

18 日コンベンションセン

ター「日本精神医学会総会」

で、昨年タイムス文化出版

賞を受賞した早稲田大学琉

球・沖縄研究所客員准教授

北村毅さんが「戦後沖縄の

心象風景―沖縄戦の死者を

めぐる記憶」と題する特別

講演。いずれも考えさせら

れる充実した内容だった。 

編集部 安仁屋真孝 

 この秋、シンポジウムなど立

て続けに参加した。 

 10月 15日県立博物館・美術

館で「沖縄から女性美術を考え

る」。パネラーの一人文化セン

ター学芸員平良次子さんが「生

産者と消費者と研究者が顔の

見える形で、さらに地域を巻き

込んだ活動をいかに展開して

いくのかが大事だ」と発言。

我々20号壕を中心に案内しな

がら平和をいかに地域や地域

以外に語り継いでゆくのか、同

じテーマだと思う。 

 11月 5日 JAおきなわ真和志

支店「沖縄戦のこころの傷を追

って」。保健師富山富士子さん

が「沖縄戦と心の傷」、宮城晴

美さんが「集団自決の傷あと」

を報告。その後沖縄戦と精神疾

患との関連性についてのパネ

ルディスカッション。 

12・１月の予定 

✿ シマ歩き 

 字山川 12/18（日）13 時～ 

 字神里 1/8（日） 13 時～ 

 字大名 1/22（日） 13 時～ 

✿舞踊体験 

12/18(日)・23(金)18 時半～ 

✿草木染め体験 

    1/15（日） 14 時～ 

場所：南風原文化センター 

思います。本当にありがとう

ございました。 

2011/11/24 女性 

 

 学校の沖縄学習旅行で見

学をさせてもらいましたが、

私には怖くて入れませんで

した。当時沖縄の壕の中に入

った患者や看護師はあの中

で看護したと思うと怖くな

りました。 

2011/10/26 10 代 女性 

 

 過日の学習旅行でお世話

になりました。一時間にも満

たぬ滞在時間しかとること

ができないことが残念なほ

ど充実した展示とビデオで

あったと思います。現代の子

どもたちは映像や実物に触

れないとなかなか実感でき

ないと感じておりまして、そ

の意味でももっと活用され

たらいいと思います。口コミ

でこちらも紹介したいと思

います。 

2011/11/11 東京都 男性 

石川 良子 様 
（日本学術振興会特別研究員） 

（立教大学兼任講師） 

みなさんの熱心な取り組みに

いつも刺激を受けています。 

応援しています！ 

清水 章宏 様 
（広島県在住） 

さまざまな活動がすばらしい

ですね。広島でもまけないよう

に、平和公園、原爆遺跡、戦争

遺跡ガイドをがんばります。 

 

《編集部より》 

46 号は 1 月 25 日に 1 月

2 月合併号で発行します。 

ご了承ください。 

 

✿泡瀬干潟のカレンダー 
「泡瀬干潟を守る連絡会」共

同代表で写真家小橋川共男さ

んが撮影した泡瀬干潟の

2012 年カレンダー。都会のす

ぐそばに残るイキイキとした

すばらしい海が埋め立て工事

で悲鳴を上げています。でも

今ならまだ守れる！2000 円。

問い合わせ／070－5482－

7119 小橋川さん 

学習部「ならゆん会」より 

 

 

 
20 号壕をガイドするうえで欠

かすことのできない女師・一高女

「ひめゆり学徒隊」。 

南部の戦場で彼女たちは何を見

たのか、元学徒の方の講話と、ひ

めゆり祈念資料館の学芸員さん

の案内で、ひめゆり学徒隊のあし

あとを学びませんか？ 

●日付／2012(平成 24)年 1 月 14

日（土曜日) 

●募集対象／ガイドの会会員及

び賛助会会員 

●集合場所/南風原文化センター 

●出発時間／10:00 

●見学予定地／荒崎海岸・ひめゆ

り平和祈念資料館・伊原第一外

科壕・第三外科壕・山城本部壕 

●参加費／未定  

●定員／25 名 

 

※定員に達し次第、及び 1 月 6

日(金)12:00 締め切り。 

定刻どおり出発できるよう、時間

厳守でお願いします。詳細は調整

出来次第、連絡します。 

 

今年最後の理事会を 

終えて  
「月ぬ走いや馬ぬ走い」を実

感しながら振り返ると、休眠

中の部会が再起動して三部

会がフル活動し、初試みの忘

年会企画まで充実した会運

営を自覚する事ができまし

た。皆様に感謝の意でいっぱ

いです。 

また、ガイドの会活動に賛

同されて、ご協力を下さった

方々にもお礼申し上げます。 

課題は沢山ありますが、多

くの方々のお力添えを戴き、

よき年度末が迎えられるよ

う頑張りますので、よろしく

お願い致します。 

（事務局長 金城美根子） 

 

✿写真集「沖縄道ジュネー」 

沖縄 1996 年～2011 年。まだ残

る戦場の記憶と基地を写真家浅

見裕子さんが撮った記録です。

美しい風景なのに胸が痛い…。

(発行／なんよう文庫，2940 円) 


