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沖細の学徒を偲んで

高田真

兵は凶器であり︑戦は民を毒する︒しかも正正の道を以て民を率ゆれ
ば︑民はその死を忘れて奉公の誠をつくす︒維新以来我が国は︑明治天
皇の聖徳に浴して︑ｎ済日露の役にも︑尽忠報国の実を致し︑喜んで尊

六月号目次

巻頭言沖維の学徒を偲んで

：：⁝：⁝：⁝・⁝高田真治⁝⑩

⁝⁝⁝：⁝⁝⁝・浦崎純⁝②

帰えらざる島帰えらざる民

て︑若き男女の少年学徒諸子は︑心の底から此の列聖慈仁の大御心を奉

かく戦へり沖細県・⁝：金城和彦⁝⑦

佐藤総理訪沖声明：⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝４

徒の壮烈な殉難の事実を知り︑血涙の涛花たるを禁じ得なかった︒今

曾て金城和彦氏の著書﹁ゑんな承の巌のはてに﹂を読んで︑これら学

沖細の学校⁝⁝⁝⁝⁝斎藤喜門⁝⑳

弘道歌壇⁝：：：⁝︒：⁝入江相政選⁝⑲

沖細のこと︒：⁝⁝⁝⁝大浜信泉⁝⑫

本会関係叙勲者芳塙：⁝：：⁝⁝⁝⁝⑪

﹁殉国沖縄学徒隊︑・愛と鮮血の記録﹄を読んで︑更に感激の涙を新にし

沖細の舞踊：⁝⁝：⁝：当間藤子⁝㈱

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝照屋盛通⁝倒

立法院議員の立候補に際して

にせねばならぬ書物である︒単なる表面的な経済繁栄のみを以て国家の

敬弔・編集後記

会員だより⁝・⁝⁝：⁝金ヶ江三郎⁝⑫

弘道詩林・⁝⁝⁝⁝：⁝三好凌石選⁝⑳

弘道俳壇⁝：．⁝⁝⁝大橋越央子選⁝⑳

沖細の地に誓う⁝：⁝・飯井敏雄⁝⑬

いうだけではなく︑実に現代の日本人が必読して︑感激と反省とを新た

た︒これは後世に伝うべき記録的著書である︒否︑独り後世に伝えると

万歳を叫び︑祖国の不滅を確信して︑散華して往った︒

戴して︑鉄血勤皇︑忠君愛国の念に燃え︑祖国の空を望んで︑天皇陛下

い生命を祖国に捧げて︑大東亜戦争に於ける最後の激戦地たる沖細に於

￨
復興を期待することは出来ぬ︒それは砂上の楼閣に過ぎなく︑日本人と
して臥薪嘗胆の苦︵復獄の意味ではない︶を忘れ︑レジャーブームに浮
かれている様では︑殉難の沖細の人達に対して︑まさに塊死せねばなる
まい・真の自主独立の精神の昂揚に伴う国力の充実によって︑沖維の祖
国復帰も始めて実現を見ると思う︒
︵特別会員︑元東大教授︶

（1）

治
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沖縄県が日本の施政圏から消えた日であり︑小笠原諸島が
同様分断された日である︒

一つの県が本国から断ち切られ︑一つの群島が祖国の施

崎

純

ＩＢｌｌｌｌｌｒＪ

二十年たっても解決されなかった問題が︑三十年になっ

情勢の変化の点でも同様であろう︒

たからといって︑オイソレと解決されるものではない︒な

たたないまま︑こうして二十年が過ぎ︑三十年目に入って

沖細・小笠原にたいする施政権の回復は︑なんのメドも

ぜならそれについてなんの保障もないからだ︒

た︒それだけに︑この日は百万近い沖細︑小笠原同胞にと

しまった︒もちろんこれでよいわけはない︒

屈辱の日

沖維では四月二十八日を〃屈辱の日〃と呼んでいる︒こ

の日に沖縄の法的地位が確定して︑異民族の支配に屈辱を

本来ならば︑平和条約の成立とか条約の発効は︑国民こ

強いられる日がはじまったからである︒

ぞって祝福すべき日であったに違いない︒長い占領支配か

二十一年といえば三十年にはいったことになる︒十年一

っているのである︒

って来ない︒非運にも〃帰らざる島″〃帰らざる民〃とな

につづく平和条約で︑異民族の支配に委ねたまま未だに帰

さて終戦二十一年︑沖縄と小笠原はアメリカの軍事占領

って歴史的痛恨の日であり︑運命の日となったのである︒

政から引き裂れた事実は︑かつての日本の歴史にはなかっ

浦

えからは何十倍何百倍に相当するかもしれない︒国内国際

帰えらざる島帰えらざる民
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昭和二十七年四月二十八日は︑対日平和条約が発効して

き
:
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昔というのだから正に三昔の第一年目である︒しかも戦前
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の十年と現在の十年とでは同じ十年でも︑文明の速度のう

rワ、

,
;
､
9
1

戸一

ら解放されて独立を回復し︑久しぶりに国際社会に復帰し

親でもあるまいに︒

のか︒頼りにならない親ではないはづであり︑愛情の無い

だが︑昭和二十七年四月二十八日の日本の再出発は︑一

国を挙げて新生日本の門出を祝ってよかったわけである︒

怪物とかいわれてるそうだ︒魔物とか怪物とかいわれるの

りかねるが︑学者の間には条約三条とともに法の魔物とか

れわれ庶民にはそれがどのようなものか︑むづかしくて判

沖細︑小笠原には︑日本の潜在主権が残されている︒わ

日本の潜在主権

たのだから︒そればかりでなく︑軍国日本が崩壊して民主

県と百万同胞を︑滅び失せた軍国日本の戦犯の償いとして

だから︑幽霊のように得体の知れないものかも知れないし

日本が新たに誕生したのだから︒この限りでは︑たしかに

として引渡しての再出発だった︒だからこの日を日本国民

海の彼方に置き去りにしたばかりか︑かつての敵国に里子

国際法的にも先例のないものだというのだが︑しかし主

ことによったら実在しないものかも知れない︒

して当然であった︒

が全幅の祝福をおくりえなかったのは︑民族の自然の情と

違いないＯ

権という呼び名があるからには行使のできるものであるに

一体︑日本は自分の持っている潜在主権の正体をどのよ

うに掴み︑認識し︑そしてどのように行使してきたのだる

れたばかりではなかった︒実はほんとうの親からも見離さ

沖縄は日本の敗戦のゆえに異邦人の支配に屈辱を強いら

／ r ） 、

そしてあれから十四年が過ぎた︒終戦から二十一年であ
る︒しかもアメリカと日本は友好の交りのうちに同盟国と
して堅く結んできた〃きのうの敵はきようの友〃どころで

このように深い関係に立ったことがあったろうか︒それほ

︾局ノ○

どに日米の契りは堅く深いものがある︒その日米の間で里

れているのである︒潜在主権など十年前の政府首脳は余り

振り返っても承ようＯかつて日本が外国との結びつきで

はない︒

子は返せぬ︑人質は手離ぱせぬ︒と︑二十年もそのままで

念頭にはおかなかったのだ︒

わが子を抱き取るのは親の愛情と勇気でしかない︒それ

はない︒

がなければ︑十年たっても二十年になっても帰れるもので

里子が親元に帰りたくても︑これを引き取ろうとする親

よいものか︒しかも当の里子は親元への復帰を二十年も訴
えつづけ︑これからも訴えていこう︒

また返してくれないから︑帰えしてくれるまで待つほか
ないと︑諦めてでもいるかのように︑強く訴えることを気
兼し︑遠慮しているかに見える日本の親心もこれでよいも

L O ノ

見せた︒閣僚も沖純に派遣され︑沖純問題閣僚協議会も発

とにかく︑帰任後の佐藤首相の沖純施策は活発な動きを

せるものがないでもなかった︒

に帰れないかも知れない︒そしてついには国籍不明の棄民

のない限り三十年たっても︑四十年になっても︑否︑永久
として南海の果に埋没するかも知れない︒焼野のキギス夜

足し︑いろいろの指示が試みられ︑経済援助は倍増の五十

だが︑沖細が求めてやまない究極のものは決して〃物を

十年前と思い合せると︑まさに今昔の感が深い︒

億の大台を超えて六十億に迫った︒

の鶴を思うこと切である︒

昭和四十年八月十九日︑佐藤首相は︑沖細を正式訪問し

与える善政〃ではない︒血と血が一体にならない限り︑沖

た︒首相が沖細の土を踏むのは︑これが初めてではなかっ

にブラシと現われている︒束南亜の帰りだったかにであ

た︒その数年前池田内閣の閣僚時代︑予告なしに那覇市内

縄の不幸はいつまでたっても去らない︒

沖縄の不幸を終らせることが︑日本の戦後を終らせるこ

る︒その佐藤さんが︑こんどは総理大臣の印綬を帯びて沖
維を訪れたのだった︒数年前の一閣僚としての微行とは違

対日平和条約第三条も︑沖維にたいする潜在主権も︑そ

とである︒

、 五 ノ

って︑晴れて︑日本国の政治最高責任者の資格で︑脚光を
浴びての公式訪問だったから︑その得意たるや思うくしで

きの政府の取り組桑方いかんで沖細問題は前進もし停滞も

の後なんの変更も加えられてはいない︒だからそのときど

だが︑佐藤総理の心境は複雑であった︒

つひとつ解決の道を開いていることで肯ける︒だとすれば

する︒その顕著な実例は︑佐藤内閣の意欲と努力で︑ひと

あった︒・
空港の歓迎式で首相は言った︒

この意味で︑前進と拡大の努力をつづけているのが現政

にはここまでが限界という線はなさそうだ︒

相当拡げられるものと考えてよいではないか︒しかもそれ

潜在主権も︑それを持っている側の積極性と力量しだいで

ｌ沖縄が復帰しない限り︑ｎ本の戦後峰終らないｌ
群衆は感激し︑感動した︒ようこそ来てもらったと︒中
には目頭を押えている年輩の人たちもいた︒

沖縄での佐藤首相のこの一言は︑数万言に代る愛情のに

府であり︑過去一年の実績がこれを立証していると受け取

じんだ名句として受け取られ︑この上ない激励の言葉とな
った︒その意味で首相の第一声は︑過去二十年ウッセキし

沖純でアメリカが持っているものは施政権だけである︒

りたい︒

しかしその後の発言の中には︑いまの言葉の真意を疑わ

た沖純の人たちの胸を晴らした︒

r 川 、
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領土も国民も依然として我が国のものである︒それゆえに
アメリカの施政下にあっても住民はアメリカ市民でなく︑

小さな島にはほかに四十万を越える非戦闘員が戦場で生
身をさらしていた︒

た︒山容を変え︑地形を変貌させた︒国敗れて山河ありの

られ︑死闘︑血闘の苛烈凄絶な攻防戦が九十日もつづい

海・陸・空三位一体の立体作戦が島の中南部で繰り拡げ

またアメリカの基地を築いている沖縄の土地も︑わが日

レッキとした日本国籍を持つ日本人である︒

本の国土である︒これらのことは︑沖維の戸籍簿が﹁沖細

に︑友軍による仕打ちが加わってのことであった︒その量

ことがあったろうか︒しかも住民の犠牲は敵の砲火のほか

場で︑このように非戦闘員が戦闘員を上回る犠牲を川した

に上回る住民が戦火の中で消えていった︒かつて世界の戦

十万の日本軍将兵の九割九万人が玉砕し︑十万をはるか

古語は沖細戦では通用しなかった︒

で︑事実を不動のものとして実証している︒

県﹂を表示し︑土地の公簿が﹁沖細県﹂を冠していること
潜在主権は礁綻とした存在かも知れない︒それなら行使
の過程で実態を掴桑︑それを伸ばし︑それを拡げて︑施政
権の領域近くまで迫っていったらどうか︒

しく加害者であったのである︒

こそちがえ︑実に住民にとって沖継戦は︑敵も味方もひと

▲＝

とにかく沖細はわが国土であり︑そこに住む人たちはわ
が国民である︒しかもその潜在主権の行使には碓然たる限

一年ということは三十年目にはいったことである︒二十年

あれからもう二十一年になる︒繰り返すことだが︑二十

ないのか︒

にも犠牲を負わされ︑十字架を背負いつづけなければなら

れでよい︒だが︑ひとり沖細がなにゆえに︑二重にも三重

敗れた祖国の悲運を国民は斉しく背負った︒もちろんそ

日本も潰滅した︒

沖純は祖国の最後の防波堤となって敗れ去った︒そして

ない︒それは軍国日本の恥部に触れまいとの配慮からだ︒

だが沖純の人たちは友軍による非道をあまり語ろうとし

界もないし︑またそれについて固定した取り決めもなかろ
うから︒

だが︑それを推し進めるにはやはり決断と勇気が必要で
あり︑日本の総合国力が後押しの役割を果たすだろう︒
われわれは︑こうした考え方で政府の善処を待望する︒

民族の大願
私は沖縄戦を生きてきた︒その意味では沖細戦について
の歴史の証言者となり得よう︒

沖縄戦は実に︑彼我二十八万の大地上軍と一千五百の敵
た︒無限を誇る敵の物量がこれに加わった︒

艦艇と︑それは天空を蔽い尽した︑無数の戦爆機で戦われ

（5）

いうことでは決してない︒このままでいけば三十年たってアメリカに追随した民族分断の大罪を︑日本の歴史の上に

も解決しなかった問題が三十年になったから解決されるともあるとするならぱ︑それは住民の大願を踏桑にじって︑

も︑四十年になっても︑否︑永久に沖縄は帰るまい︒そし永遠に背負うことになるだろう︒

てついに︑南海の涯に水づく骸となって朽ち果てるである︵川崎市会員︑元地方事務官︑沖細県人口課長︒著書に﹁沖純戦

う︒もしも政府の沖細対策に〃物〃で当面を糊塗し︑経済秘史﹂﹁島田知事﹂﹁消えた沖細県﹂がある︶
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援助の拡大で沖細の不満を緩和しようとの考えが万が一で

私が︑今回沖縄訪問を決意いたしましたのは︑なによりもま一

▲ぬL

ず︑本土の同胞を代表して︑この気持を象なさんにお伝えした一

LOノ

沖縄に於ける

政権を早い機会に返還するよう強く要望しました︒また︑沖細一

私は︑去る一月のジョンソン米国大統領との会談で沖縄の施一

佐藤総理の第一声
ｌ昭和四十年八月十九日那覇国際空港Ｉかつたからであります︒
一沖縄同胞のみなさん︒

一私は︑ただ今︑那覇飛行場に到着いたしました︒かねてより

謝するものであります︒また︑ワトソン高等弁務官︑松岡行政一

私は︑ここに︑沖細九十万同胞の心からの歓迎に対し深く感一

であると考えます︒

の責任であるとともに︑沖蝿の象なさんの期待にこたえる所以一

のなかに具体的に生かしたいと存じます︒そしてこのことは私一

げ広く深く当地の実情をつかんで︑これを日本政府の沖細施策一

沖細の現実の姿を︑直接この目で確かめ︑耳で聞き︑できるだ一

意見の一致を難たのであります︒私はこの基本的立場に立って一

一熱望しておりました沖細訪問がここに実現し︑漸くみなさんと住民の民生安定と福祉向上のため日米相協力することについて一
一親しくお目にかかることができました︒感慨まことに胸せまる
一思いであります︒沖縄が木土から分れて二十年︑私たち国民は
一沖縄九十万のみなさんのことを片時たりとも忘れたことはあり
一ません︒本土一億国民は︑拳なさんの長い間の御労苦に対し︑

一深い尊敬と感謝の念をささげるものであります︒私は沖縄の祖
一国復帰が実現しない限り︑わが国にとって﹁戦後﹂が終ってい
一ないことをよく承知しております︒これはまた日本国民すべて

一ＢＪＩＩ■８１ⅡＩｌＩＯｌ１１１１１Ⅱ１１！→１１１１１■０■９１１６０１１９ⅡＩⅡＢｐ８ＩＩ１１ｆＩⅡⅡ１１１ＪⅡ００１１１１８１０１４６Ⅱ１０８１１ⅡＩⅡＩｌｌ９ＩＩ００９００ⅡⅡ１１１■１９０１１０■日日Ｏｒ８ｒⅡⅡⅡⅡ１日■１１Ⅱ００１１日Ⅱ１００１１ⅡⅡ９９１ⅡＩｌＩＬ９９■凸Ⅱ４ＪⅡ４ⅡⅡ１１Ⅱ日日ⅡⅡ９９９１６１０１日Ⅱ０１ⅡⅡⅡⅡ１■８０１１１Ⅱ１１６ＩｌＩ０ｊｊＩ９ｌ０Ⅱ１１４凸０９４１Ⅱ０Ⅱ１０１■１４日日日ⅡＩ７８ｐ６４００ＩＩ１Ｕｊｆ４０ｊ００ＰＪⅡ１４４

一の気持でもあります︒主席はじめ関係者の温いお出迎えに対し厚くお礼申上げます︒一

／ ハ 、

、

Ｊ︲・︲ｑ︲ ＃
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金城

その一は︑これまで戦われてきた諸戦闘が︑ことごとく

に沖細が戦場扱になったのは︑その前年の昭和十九年三月

あるが︑しかしこれは直接戦闘をした期間であって︑実際

三日までの三ケ月︑真に国家の運命を賭して戦われたので

和十九年に入ると︑敵はついに我が国防圏内に侵入し始め

ガダルカナルの嵯鉄はマキン︑タラワの玉砕となり︑昭

我が方の兵力配備

純軍︵第三二軍︶が編成されたときに始まる︒

将︑作戦主任に八原博道大佐が任命され︑大本営直轄の沖

二十九日︑軍司令官に渡辺正夫中将︑参謀長に北川潔水少

ある老幼婦女子までが︑砲煙弾雨の第一線に加わり︑その

人が戦ったのに対し︑沖縄戦では︑本来ならば非戦闘員で

その二は︑これまでの戦闘では︑もっぱら戦闘員たる軍

の一県で戦われたということであるＯ

る日本本土の一部︑すなわち一部一道二府四十三県のうち

第三十二軍司令官牛島満中将が自匁された同年の六月二十

二十年三月二十六日︵慶良間列島に敵が上陸した日︶から

けらま

職承ると︑沖細戦は︑今から二十一年前︑すなわち昭和

くい止めたということである︒

その三は︑後に詳しく述べるが︑米軍の日本本土侵攻を

戦へり沖純県
：１１

沖継が︑今次大戦を通じて最大の激戦地となり︑また帝
国陸海軍最後の戦闘となった場所であることは︑いまさら
税明を要しないところである︒

わけても︑沖棚戦は︑これまで戦われてきた太平洋島峨

彦

国外で行われたものであったのに対し︑沖細戦は︑純然た

における諸戦闘と︑根本的に異なるものであった︒

和

く

財

聯

か
身を紅に染め︑実に十幾万を数へる尊き生命が国に殉じて

;
f
1
会
画
一

i
:
.
．

散華したことである︒
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;識

た︒しかし︑いまだ沖維は無防備に等しかった︒敵の侵攻

牛島軍司令官は︑これらの座下部隊を上陸予想地点に布

加わり︑いまや沖縄は鉄壁の護りを固めたのである︒

を展開した︒

陣し︑敵軍来らば水際に蝋滅すべく︑積極果敢な作戦構想

速度は意外にも速く︑ようやく大本営は南西諸島の重要性
に着目し︑同方面の防備を急いだ︒それが先にも書いた渡

練の成果と共に︑第三十二軍の自信は︑秋の実りにも似て

やがて軍官民一体になっての陣地構築や︑連日の機動訓

辺正夫中将を軍司令官とする第三十二軍の編成であった︒

ところてこの兵備は机上で編成されたものであって︑実

る構想であり︑沖縄と台湾に兵力増強をしたのは︑もし比

しかし当時の大本営の戦略基底は︑比島に於て決戦をす

深まっていった︒

のでなく︑航空基地の新設が主任務であったので︑派遣さ

しかもこの兵力は︑陸軍本来の地上戦闘を目的としたも
れると同時に︑その任務についたのである︒小学生を始め

えたものであろう︒沖維と台湾に対しての判断はいずれと

島決戦中に︑敵が沖維か台湾を衝いてきた場合のことを考

団を比島に転用したのである︒その結果︑こんどは台湾の

一全

際に沖純に配置されたのは︑話しにならぬ兵力であった︒

造りが始まった︒

ところで︑折角沖細と台湾に兵力増強をしたのに︑川に

もつかず︑予想は五分五分であった︒

男女中学生︑青年団などが動員されて︑軍民一体の飛行場
そこへ昭和十九年の六月敵はサイ︒︿ンに侵攻してきた︒

今や我が国防圏の内懐に突入してきたのである︒ここに於
七月から八月にかけて︑関東軍を中心とする精強師団や

兵力が低減したので︑これを補ふために︑昭和十九年十二

日に押される比島の戦況が気になって︑止むなく台湾の師

一大砲兵軍が︑続々として送りこまれ︑沖細の空気は一変

いて台湾へ転用した︒天なるかな！敵はすでに沖細侵攻

月︑事もあろうに沖純から最精強である第九師団を引き抜

て大本営は︑急遼沖細の防備強化に乗り出した︒

した︒那覇や首里の街々は︑雄々しい各師団将兵の軍装で

●

色どられ︑とくに見たことのない巨砲の大行列は︑日本不

ことが出来ず︑このように沖細から一個師を抽出する有様

を決定してゐたにもかかわらず︑我が方はそれを察知する

たと言へやう︒

となった︒沖棚戦の悲劇は︑すでにこのときに始まってい

そのうちに八月中旬︑健康を害していた渡辺中将に代っ

敗の威容を無言裡に示した︒

て︑軍司令官に牛島満中将︑参謀長に長勇少将が着任し︑

ところで敵の侵攻を間近に控えて︑増勢とは正反対に︑

兵力は三個師一旅︑砲兵団が集結したが︑そのほかに︑大
田実海軍少将︵渡辺主事実兄︶の率いる海軍部隊約九千も
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「

変更と︑兵力配備を根本的にやり直さねばならず︑それに

精強九師団を失ったことは︑守備軍にとっては作戦の全面

の男子が防衛召集を受けて兵力になったことである︒まさ

編成して野戦看護婦となり︑そして十五歳から五十歳まで

って入隊し︑また女学生が︑有名なるひめゆり部隊などを

米軍の沖縄侵攻決定

しく沖維戦は︑軍民一体の抗戦であったわけである︒

伴ふ陣地替や︑糧林︑弾薬移動は︑生易しいものでなく︑

その労苦は筆舌につくせないものがあった︒事実︑それか
ら約二ヶ月の間は︑この陣地移動に日時を空費する結果と

て︑つひに日本本土上陸に向って作戦計画を始めるやうに

米軍は︑昭和二十年二月末にはマーシャル群島を確保し

とにかく第三十

なり︑そ︐れは敵の上陸を迎へるまで統いた︒

戦は︑台湾を占領したのちに中国本土に進川し︑そこに強

イ︑長い時日を要する

いふ作戦路は︑

それに対して︑他方の対Ｈ侵攻作戦ば︑台湾Ｉ中岡と

るといふものであった０

大なる一大航空基地を展開してから︑対日侵攻戦を開始す

その一は︑コーズウェー作戦と名付けたもので︑この作

なったＯ

塔二軍は︑この上は
之手持ちの兵力をも
り
熱って是が非でも沖
退細を防衛しなけれ
殿ばならず︑兵力補
雑詠強の手段として︑

日ぃ後方部隊を歩兵に
のて

決れ編成替し︑また大
館畦田少将の海軍部隊

く︑占領後の軍政が容易でない

ロ︑出血が大である

右の三点から不適当と考へ︑それよりはむしろ一挙に沖

舘犀も戦闘部隊に編入
田霊て︑さらに特筆さ

耐鈴し︑それに加へ

一挙に沖細へ直行する方がよいとの結論に達し︑一九四四

検討を再三にわたって加へた結果︑台湾に侵攻するより︑

この二つの作戦構想に対して︑統合参謀本部は慎重なる

スバーグ作戦と名付けた︒

維を衝くのが至当であるといふものであった︒これをアイ
︐者れるのは︑童顔の

大慰

㈲雌男子中学生が︑鉄
鵠癖血勤皇隊を編成し
て陸軍二等兵にな
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年︵昭和十九年︶十月初頭︑台湾進攻を延期して︑ここに

士である以上︑国軍の精鋭を集中して本当の勝負に出るの

であって︑大局を見失ふの識りを免れない︒沖縄が我が国

もないままに︑十八万漣上る敵の大軍と︑一千五百余隻の

して我が守備部隊は︑第九師団を失い︑その後兵力の補充

昭和二十年四月一Ｈ１紳維戦の火蓋ば切られた．かう

が戦争の本筋である﹂とその著で述べてゐる︒

沖細作戦を決定したのである︒

もとよりアメリカにとって︑日本本土への侵攻が如何に
よく判ってゐたので︑当然沖純では︑いままでにない日本

機動艦隊を︑制海権もなく︑制空権もなく︑そしてまた補

困難なものであるか︑すでにこれまでの戦闘の経験から︑

軍の大反撃があるものと予想し︑それに備へて︑膨大なる

しかし我れはよく善戦敢闘した︒敵大軍を悩まし続けた

給の道もなく引受けたのである︒

軍需品と︑投入し得る限りの陸海空兵力を準備したのであ
ス︾Ｏ

隊︑さらに胸を打って悲しいのは︑慶良間列島における小

砲兵団︑小禄地区を死守した大田海軍少将の卒ゐる海軍部

祖国の防波堤になった沖縄県
敵の侵攻速度は意外に速く︑昭和二十年一月初旬︑マッ

生や︑急造爆雷を背負って敵戦車に突入︑或は息絶へるま

学生の玉砕を始め︑砲煙弾雨下に看護の任を続行した女学

カーサーの大軍は︑すでにリンガエン湾頭に現はれたので
ここにおいて同年一月十九日︑﹁帝国陸海軍作戦計画大

まもない程である︒

で通信の任を果たした中学生や︑その他書けば枚挙にいと

ある︒事態は極めて重大にして憂慮すべき段階に入った︒

綱﹂によって︑最後の天王山として本土決戦を採択したの

が開始された昭和二十年の四月頃は︑まだその準備は殆ど

当時大本営は︑本土決戦方針を採択したものの︑沖維戦

戦し︑米軍をして実に三ヶ月間拘束したのである︒

かうして真に軍官民一体となって祖国の栄光を信じて勇

である︒

すなはちこの新作戦大綱は︑本土において最終決戦を行
い︑その他の諸戦闘は︑すべて本土決戦の戦備のために時
いまや沖純は決戦場でなく︑拘束戦であり持久戦であっ

からで︑謂はぱ沖純で戦ってゐる期間を利用して成された

出来ておらず︑それが一応の形を成したのは七月に入って

を稼ぐ﹁持久戦﹂であり﹁拘束戦﹂であることを要求した︒
て︑本土決戦戦備のために楯とならねばならなくなった︒

米軍は︑沖細でかくも長い期間戦ふことになるとは夢想

のである︒

姫路で編成された第八十四師団の沖縄追送も打切られた︒

故伊藤正徳氏によると︑﹁沖純を失っても本土で守るとい
うことは︑近代戦争の観点からすれば︑﹁島国的戦争観﹂
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もしなかったし︑またかくも出血が甚大になるとも考へてを忘れてはならず︑また今は亡き戦残の御霊があったこと

ゐなかったｏを忘れてはならないと思ふ︒

れた︶

族に献身の奉仕をされて︑沖細タイムス社︑厚生大臣から表彰さ

りの塔︑健児の塔を立て現在沖細遺族会事務局長として慰霊と遮

子貞子さんはひめゆり部隊で自決︒父和信氏は魂塊の塔︑ひめゆ

うちに︑二百万を数へる敵の大軍は︑日本本土侵攻に向っみんなみの巌のはてに︑殉国沖縄学徒隊愛と鮮血の記録︒令妹信

静思するとき︑もし米軍の予想通りに沖細戦が短期間で
終了してゐたら︑我が方の本土決戦の準備いまだ成らざる︵東京都会員︑沖純一中東哀岡師卒︑都立日本蕊局校教諭︒苫苔

よくぞ沖縄戦は三ケ月の長きを頑張ってくれた︒よくぞ

て自信満々︑怒涛のやうに押しよせてきたであらう︒
祖国の防波堤になって拘束戦の使命を果たしてくれた︒

１１１︐＄■９ｌｂ１日Ⅱ１１ｌｌＪｌｌｌｌｌｌｌｈ０ＩＩⅡ■０■４１■Ｊ１Ⅱ日日ＩＩ１４ｌｌｌｌｌｌ１０４４ｄ６ｆ←Ｐｌ０ＤＩ■０１︐０Ⅱ０Ｆ■ⅡⅡ日日■０６８１０ＩＰＯ■０︐ｈ日Ⅱ１０１１Ⅱ■Ｉｉ４６４１００Ｉ■Ⅱ１日１１ｌｌｌｌｌｌｌｌＰｌｌトー００１日日日日日■ＩＨ１１ｌｌｌｌｌｌｌｌｌＯＩＰＩⅡⅡ■ＩＩ４ｌｌｌｌｌｌｌｌｂｌＩｌｌｌ００ＩⅡ

我が国の今日の繁栄と平和のかげに︑沖細県があること
ｌＯＩＩ■１１１Ⅱ■１３日１４日ＤｊｊｌＦ００ＩＩⅡ日日■１１１１１１１ｌｂ卜Ⅱ１０ⅡⅡⅡⅡＩｌ１ｌｌｌ０ｌＩＩｌＤＤｌｈ卜Ⅱ日日

東大名誉教授︑元慶大教授︑日本学士院会員︒万葉集及び日一

特別会員久松潜一価歳愛知一

◇本会関係勲二等瑞宝章回月一千九日︶

晴の叙勲者芳名︵敬称略︶

本文学評論史の研究で学士院賞をうける︒

印旨号固ヨロ制①︶勲章勲三等旭日中綬章

一ナイト︵ＫＢ・Ｆ１属二侭冒︒︒冒言騨且２．ご言

財務監督隙事石坂泰三帥歳東京特別会員石川謙布歳愛知一

｜て協力の功績によりエリザベス女王から贈られ四月四日英国大心学会理事長︒﹁近世教育に於ける近代化的傾向ｌ特に会津藩一

一昨秋︑東京で開かれた英国博覧会に経済団体連合会会長としお茶の水女子大名誉教授︑日大教授︑岡崎女短大学長︑石門一

一が︑特別会員西春彦元駐英大使も数少ない日本の一人である︒物篇﹂各巻約七○○頁︑十五巻細集中︒

一使館で伝達された︒之によって﹁サー﹂の称号がつくのである教育を例として﹂を六月刊行の予定︑日本教科譜大系の﹁往来一

︒Ⅱ■１１Ⅱ１１Ⅱｌｌ１ｌｌＩ９ｂｌＤＰＰⅡＩＩＩ１３１１１ＩⅡⅡ１日日日■ＩＪｌｌ８ＩＩＩｊｌⅡⅡ■０日ＩⅡｌⅡＩⅡｌｌ０Ｉ■Ⅱ日日１ⅡＴⅡＩ１Ｔｌ１ｌ←︑←ｌｌｌ１Ｊ１１１１Ｉ１１１２１ｊｌｌｆ１ｊ日日ｌｌｌｌｌＦＩⅡ１１Ⅱ４６４ⅡⅡⅡ０１日ⅡＩ０Ｉ１３ｄｊ４ＪＩ０ＩｌＩＩｊｌｂＩ■１日ＩＩＢ■０１卜←１１１Ⅱ１ｌｌ１Ｉｌｊ４ｊ０Ｄ６７Ｉ６卜０ｈＪⅡ■ＩⅡ日日■１日Ⅱ６０日ＩＩ０４Ｔ００ｈＪ■Ⅱ１日日日１日ｌｌｌｄｌｌｌｌｌｌトー０Ⅱ０１日■４００１日日Ⅱ日日ⅡＩⅡ■Ⅱ日日ＰＩ
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こ

と

Ｉ

大浜信泉

︲Ｉ

わないようになった︒それでも︑私に向って敬意を表する心づかい

いるのですか︑とんでもない見当ちがいの質問には︑ようやくであ

ことで︑別にかわったことはないではないかということになって大

な沖縄観を前提としていたらしく︑それではなにもかも日本と同じ

と︑異民族による異質的な社会でもあるかのように考えている人が

にしてある︒土民という表現が暗示するように︑どうも沖縄という

るＣいまでははるか恩讐︵おんしゅう︶の彼方の昔の物語であるが

る︒この物語は︑同島出身の詩人伊波南哲氏によって劇化されてい

なのは︑四百年前に八重山群島に起ったオャヶ︑アカハチの乱であ

沖縄にも︑百姓一摸︵いっき︶の歴史がある︒その中で一番有名

いに期待がはずれたらしい︒

決してすぐなくはないようである︒それも歴とした根拠があっての

のである︒ついでのことに系図をたどって行くと︑このごろ大いに

実をいうとこの謀叛︵むほん︶人討伐の責任者は私の祖先であった

ロケは︑一部は現地で︑戦闘の場面は主として伊豆の大島で行なわ

ともあれ︑この劇は︑二十五︑六年も前に映画化されたことがある︒

ある︒

売れっ子の人気歌手仲宗根美樹さんとも縁がつながっているようで

ことならよいが︑別にこれそという理由もなく︑ただ漫然とそう思

ついこないだＮＨＫのあるプログラムに引出されて︑アナウンサ

にとっては︑ま︸﹂とに迷惑千万な話である︒

伝統的な沖縄観になってしまっているらしい︒それこそ︑沖維の人

いこんてしまっている人が案外多い︒しかも一般的にゑて︑それが

あちらの土民とはちがうでしょうといってくれる人がいまでも往灸

からかどうかは知らないが︑先生は日本から移住した人の第二世で

った場面があるはずもないのだが︑アナウンサーの方では︑伝統的

る︒何を聞かれても︑別に奇抜な答えは出てこない︒またそうかわ

￨

沖縄の

十字架を二つ背負う

￨

沖縄では日本語が通じますかとか︑学校教育は英語で行なわれて

弓

ーの問いに答える形式で︑あれこれと沖縄について語ったことがあ
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￨

1

れたようである︒上ころがこの映画に対しては︑地元で猛烈に非難

に︑さらに輪をかけて宣伝されてはたまつたものてないと︑憤慨す

差別的な取扱いがなされがちなところへそれを映画が肯定したうえ

住の沖維出身の主だった人々にみてもらい︑修正すべきところは修

く中国の影響を受けていることは否定できない︒清国との朝貢関係

歴史の曲折から︑沖蝿は日本のどの地域と比べても︑もっとも強

るのも無理がない︒

攻撃の火の手があがってしまった︒製作者はきわめて良心的で︑現

正しようということで私はその調停役に引出された︒映画全体の調

が日本の鎖国時代を通じて明治維新にいたるまで統けられたのば︑

地の人為の反対を押しきってそのまま上映することをさけ︑東京在

子が異国情緒にあふれ︑なかんずく討伐軍の服装などが昔の支那兵

背後の薩摩藩の政策にもよるものであったが︑とにかく歴史のこの

沖維をあやつり人形のようにあやつって︑うまい汁を吸上げていた

ひとこまが人をして沖純を中国の一部ででもあったかのように思わ

理屈でいえば︑劇映画はどこまでもフィクションであるのだから
現実とくいちがっていてもさしつかえはないものであろう︒また演

にとっては︑もっとも痛いところをつかれたようなものである︒貧

せる契機になっているので︑中国風に紹介されることは︑沖純の人

乏人が貧乏人といわれて人一倍憤慨し︑不良少年が不良の二字を口

出効果や興行価値の面からいえば︑沖細の場合にはできるだけエキ
立場からいえば︑さなきだに︑とかく異国人ででもあるかのように

ゾティクなものにする方が有利にちがいない︒しかし沖縄の人々の

このように沖細は独特の歴史の経過をたどって来たうえに︑地理

にされることを極端にきらうのと︑同じ心理現象であろう︒

的に日本本土から遠く隔絶された関係もあって︑同じくやまとこと

りいろいろの面で独特の文化間を形成して来た︒相違はそのこと自

ばを話しながらも地方方言とは受けとれないほどちがったものにな

ってひけ目になっている︒これが沖維に背負わされた歴史の十字架

体優劣を意味しないが︑差別観の根拠にされやすく︑沖純の人にと

であるが︑そのうえ敗戦後アメリカの統治下におかれ︑さらにいま

現状の肯定と否定

ひとつの十字架を重ねて背負わされている︒

前東大総長茅誠司氏がいい出されたことばだとつたえられている

が︑とにかく沖縄病という表現がある︒沖維のことにさほど関心を

もたなかった人でも︑ひとたび沖細の現地を染て来ると︑あのまま
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そっくりで︑その点が沖細の人々の感情を刺激したのである︒

大 浜 信 泉 氏

とにかく沖細の現状は︑旅行者でさえそれほど気に病まなければな

が気にかかってならないものらしい︒それが沖維病の症状である︒

放置しておいてはすまない︑なんとかしてやりたいと︑沖細のこと

の組織を試みた︒九十人の知名人に賛同を求めたところ︑ほとんど

ではないかと思う︒この観点から同志とはかって︑﹁沖純を語る会﹂

約的に表現することができれば︑社会的にもつと大きな力になるの

な立場においても大きな力であるが︑それらの人の意見を組織し集

︵じた︶に親しみやすく︑また威勢がよい︒しかし現実の社会は︑

理想主義の運動は︑その主張は簡単明瞭︵めいりょう︶で︑耳架

ある︒

しせまった今日︑明日の問題が大きくクローごノッブして来るので

であろう︒現実主義者にとっては︑それまでの間をどうするか︑さ

件が満たされなければならないし︑またそれには︑時を要すること

ことにあることはいうまでもない︒しかしそれにはいくたの前提条

せ︑一日も早く沖維を日本の一県としてその本来あるべき姿に戻す

場からいえば︑沖維問題の解決は︑施政権を取戻し︑米軍を撤収さ

義的の観点と現実主義的の観点と二つの立場がある︒理想主義の立

どんな問題についてもそうであるが︑沖縄問題についても︑理想主

全員が承諾され︑ついこないだ第一回の会合を開いた︒

らないほど問題が山積しており︑みじめな状態におかれているので
ある︒

沖純へ行くには︑三カ月と二時間かかるといわれていた︒渡航手
続には三カ月もかかるが︑いよいよ行く段になると羽田を飛立って
二時間もすれば那覇空港についてしまうという意味である︒いま一こ

は︑渡航手続も大分緩和されたが︑それでも二︑三週間はかかるし
その人の前歴によっては許可されない場合さえある︒とにかく日本
の一部でありながら︑おいそれと気軽に行くわけにはいかない︒目
やだん︶しているからである︒

にみえないアメリカの統治権力が︑厳然と沖細を日本から遮断︵し
それでも沖縄への渡航者は年を増加の一途をたどり︑観光客や戦
る︒最近ある必要から︑学界︑教育界︑官界︑文壇人︑マス﹁一ミ関

コースで進むことができない場合が多い︒それがいわゆるソーシア

複雑微妙であって︑次元の問題︑手続的段階の問題があって︑直線

没者慰霊のための遺族をもふくめると︑おびただしい数に上ってい
係者︑実業家︑芸能人等を各界の知名人で沖純へ行かれたことのあ

ル・ロジックといわれるものであって︑現実的にはジグザグコース

る名士を拾ってみたら︑三百人にも及んでいることがわかった︒こ
れらの人をも︑程度の差こそあれ︑沖縄病にかかっておられる︸﹄ち

定との弁証的立場に立つ以外に沖縄問題に対処する態度はありえな

定し︑明日のためには現状を否定すべきであり︑とにかく肯定と否

なると︑現状を肯定してかかる必要がある︒今日のためには現状肯

否定しなけれ﹃ばならないが︑当面の問題をどうするかということに

先年沖細に帰ったとき︑ある席上で︑理想の上からいえば現状を

をたどる以外に方法がないのである︒

で︑沖縄では一人でも多く沖細病患者がふえることを切望してい

がいない︒病は沖維に対する理解と同情の意味にほかならないの

るＯ

を抱き︑その対策についても貴重な意見を抱懐しておられることで

これらの人女は︑それぞれの立場から︑沖純一↑ついて特別の感想

あろう︒社会的に影響力のつよい人禽のことでもあるから︑個人的
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1

いという趣旨の発言をしたところ︑革新系の学生から竜私が沖縄の

いまでは︑祝祭日等︑日は限られてはいても公共の機関に日章奴

という話を聞いて身の毛のよだつ思いをしたことがある︒

をかかげることが許されているので︑まさか星条旗をみて沖細の国

現状肯定する重大暴言をはいたと批判されたことがある︒野党的な
評論には︑とかく楯︵たて︶の一面をみて︑他の面を見逃す傾向が

旗などという子供はいないとは思うが︑現に沖維を統治しているの

はアメリカであるので︑この現実が子供らの直感にどう映じ︑その

がつよい︒

精神面にどのような影響をおよぼすか︑そこに教育上深刻微妙な問

ともあれ︑﹁沖純を語る会﹂は︑ひたむきに理想を追う高踏的な
会ではない︒現に直面しているいろいろの問題について︑世論の啓

沖細に対する施政椎すなわち立法︑行政︑司法の全椛がアメリカ

題がひそんでいることを忘れてはならないであろう︒

ては政府へ建策をするなど︑一歩でも二歩でも沖純問題の前進を指

発とともに︑国の内外を問わず世論にこれを訴え︑また問題によっ

いって沖細はアメリカの領土になったわけではなく依然として日木

の手にあることは︑平和条約第三条に照らして疑う余地がない︒と

アメリカ側が自国の市民に対すると同等の責任を感じていないで

どちら側にあるのか︑まずこの角度から間胆を提起して難たい・

それでは沖維の住民の幸福についての政治上の責任は︑いったい

民になったわけではない︒

に属しており︑またその住民も終始日本人であって︑アメリカの市

向しているのである︒スローガンをかかげて絶叫したり︑街頭デモ

日本政府の政治責任

だけでは問題は解決できるものではない︒

ある人の沖細視察記の序文に︑沖細ほど代名詞の多い島はないと
前提して︑常夏の島︑夢の島︑歌の島︑踊りの島︑悲劇の烏︑基地
の島︑ドルの島︑国のない島等々数えあげればきりがない︒しかも

ている︒アメリカは︑琉球政府と琉球立法院を通じて沖細を統治し

あろうことは︑二十年の施政の実績がもっとも雄弁にこれを立証し

不思議なことにはどれをとって承ても実情にピッタリとして実感が
伴う︒そこに沖細問題の複雑性と深刻さがある︑という趣旨の一節

ているのであるが︑そのための財政的の負担は年間千二百万ドル︑

限度をきめている︒その上日木政府が援助の手をさしのべる｜︶とを

円貨に換算して四十三億円にすぎないし︑しかも法律によってその

国のない島といっても︑日本語の場合︑その島は単数なのか複数

があったことがふかく印象に残っている︒
なのか判然しないが︑実をいうと沖維は六十余の島灸からできてい

らないが︑日本の援助額がふえることをおさえようとする傾向さえ

喜ばず︑施政権者の面子︵メンツⅡ体面︶の考慮からかどうかは知

て︑人口は百万に近く︑その点では山梨︑徳島︑島根︑佐揖の諸県
に匹敵し︑鳥取県よりは大きい︒それでいて国がないというのもお

ひるがえって日本側の責任について考えてみようｃ沖純をアメリ

ある︒

ある︒そこまで来ると︑アメリカの真意と良識を疑いたくなるので

かしな話であるが︑この百万に近い人口に対してどこの国が責任を
負うのか︑その責任の帰属がはっきりしないという意味である︒
沖細の子供が親につれられて上京した折り︑アメリカ大使館の前
を通ったとき︑ああ︑あちらに沖細の国旗がかかっていると叫んだ
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力の統治に委ねたのには︑日本の安全のためとか︑アジアの平和の
ためとか︑いろいろ理由はあるであろう︒理由はなんであれこの措
置を講じたのは日本政府であるが︑沖細の住民は里子にやられたよ
として日本国民なのである︒とすれば︑その幸福に対する究極の責

うなものであって︑親子の縁まで切られているわけではなく︑依然
任は日本政府にあるといわざるをえない︒これは決して感傷的な人
もっともかくいえばとて︑日本政府がまったくこの点について無関

情論ではなく︑政治的責任論の帰着としてそういいたいのである︒
心冷淡だというのではない︒もっと熱意と愛情を示して欲しいとい
うことである︒ところで沖縄は︑アメリカの施政に委ねられている
いであろう︒したがって責任分担の程度の問題は別としても︑経済

から︑日本政府といえども︑先方の了解なしに直接手出しはできな
の開発にせよ︑民生向上にせよ︑日米双方の協力に期待する以外に
道はない︒またすでに池田・ケネディ声明によってその方針が宣言
から︑後はその具体的の進展を待つのみである︒

され︑佐藤・ジョンソン声明によっても再確認されているのである

格差広がる教育環境
沖細は昔から教育県といわれているほどあって︑義務教育の就学
率にせよ︑上級学校への進学率にせよ︑他県に比べて遜色︵そんし
ょく︶はあるまい︒

るという趣旨のことをいわれた︒経済力に比較して教育過剰ではな

も沖縄の人は教育優先主義で︑その点で意見がくいちがうことがあ

それはそれとして︑サンフランシスコで平和条約が調印され︑い

いかという批判である︒

よいよ沖縄がアメリカの統治下におかれるようになったとき︑私が

こで同条約が批准される前に︑その起草者であるダレス氏に対して

もっとも心配したのは︑沖細の教育の在り方についてであった︒そ

請願の形式で手紙を書いた︒他民族の支配下におかれることは︑民

ことであれば︑すくなくとも教育については次のことを考慮して欲

族感情の上で忍びがたいことであるが︑それ以外に道がないという

しいと前提して︑四つのことを要望した︒

第一は︑学校制度はむろんのこと︑教育の理念︑方法︑教科書︑

返還された場合︑木に竹をついだようなものになってしまうからで

教材等を日本本土と同一のものにすること︒そうでないと︑沖縄を

二︑教員の免許制度を同一のものにし︑本土との交流の道を開く

ある︒

三︑教員の再教育はアメリカ人がこれ庭あたるのでなく︑日木か

︾﹂少﹂○

ら指導者を招聴︵しようへい︶し︑または教員を本土一↑送ってこれ

四︑沖維にすくなくとも教員の養成を目的とする日本の国立大学

を実施すること︒

の設置を認めること︒これは︑教育の面において本土との直接のつ

十一年も前のこと時の高等弁務官オクデン将軍に会った際︑私の
生れ故郷石垣島にはよい港がなく︑それが経済開発の障害になって

のこと自体沖純の人心にいくらかでも安定感を与えるであろうと考

ながりを保つとともに︑日本政府直轄の大学が存在する︾︶とが︑そ

えたからであった︒

いるように思われるので︑築港計画を進めて欲しいと進言したこと
発の基礎となるべき道路の開設や港の建設だと考えているが︑どう

がある︒それに対して沖純にとってもっとも緊切な問題は︑経済開
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＝

これに対して︑ダレス氏からできるだけ希望にそいたいとの返事
をもらったが︑第四項の場合を除き︑他の面においては︑だいたい
あろう︒

上放置することキー許されない焦眉︵しょうび︶の急務というべきで

日本の教育基本法と学校教育法とをいっしょにしたような沖細教

助して欲しいということそれであり︑いまひとつは医学部設腫の要

ている︒ひとつは同大学を各府県にある国立大学同様に財政的に援

要望事項のなかには︑琉球大学についても二つの問題が提起され

育法が先年改正されたが︑その際︑教育の目標をどう定めるかについ

望がそれである︒沖細の医療事情に照らし︑他面熱帯医学研究の軍

私が要望した線にそってことは運ばれて来ている︒

てアメリカ側当局と沖細教職員会との間に長い間折衝が重ねられ︑

用品のほとんどすべてを輸入している関係もあって︑物価は削商で

沖細は︑一般に給与が低く︑低額所得者の層は厚い︒そのうえⅡ

である︒

地獄ということになろう︒これが︑医療保険制度のない社会の明暗

沖縄は︑医者の天国といわれている︒裏を返せば病人にとっては

現実とその将来

要に鑑み︑医学センターはぜひあって然るべきものだと思う︒

をその目標として掲げることができた︒当然といえば当然すぎるほ

粁余︵うょ︶曲折の末ようやくその第一条に日本国民としての教育
どのことであるが︑このあたりまえのこととして通用しにくいとこ
ろに︑沖細の特殊事情がある︒

ともあれ沖縄の教育は︑制度のうえではどうやらそのあるべき本
われるためには︑主体的条件としての教員陣容の充実のほか︑施設

、 上 』 ノ

来の姿にその体制を整えることはできたが︑教育が有効適切に行な
設備を整えることが前提条件になるが︑この面において沖細の教育

の縁は断ちきれるものでない︒むしろ貧乏と病気は︑親類同士のよ

現代国家の理想は︑日本国憲法が示すように︑平和国家︑文化国

恩給︑すなわち年金制度さえないのである︒

るものは皆無に等しい︒公務員の老後の保障ともいうべきいわゆる

るのに︑沖維には健康保険制度がなく︑その他社会保障の名に値す

うなものである︒このように生活苦︑社会不安の要素が充満してい

ある︒ところで生活の悪条件がそろっていたからといって︑病気と

ていくばかりである︒教員の不足︑学級編成の過大︵校舎の狭院︵き

には深刻な問題が山積しており︑日本本土との格差はだんだん開い

うょあじ︑設備品の貧困︑教員待遇の悪化︑生活保障制度の欠如
等々︑日本との比較においてあまりに差がひどすぎる︒せめて類似
県並みのところまで改善して欲しいというのが教育関係者の悲願で
いという︒

あるが︑沖細の財政の現状ではどうにもこうにも手の出しょうがな

は︑健康保険︑国民健康保険︑厚生年金︑共済組合等々︑不十分な

家︑福祉国家ということにある︒この国家理想にもとづき︑日本で

る︒そこで︑もし沖細が里子にやられることなく︑昔のように日本

がらも︑社会保障制度が確立され︑社会のす桑ず承まで普及してい

そこで先日教育関係十団体の代表者が︑こといやしくも国民の教
育に関することであるから︑他の府県と同様に日本政府において援

の一行政区画として日本国の機構内に抱かれていたとしたら︑これ

助して欲しいと陳情のために上京した︒私も案内役を兼ねて佐藤首
相とライシャワー大使にも会ったが︑この教育問題の如きはこれ以

rlヴ、

らの社会保障制度の適用を受け︑日本国憲法の恩恵をこうむること

も︑また日本のためにも絶対に必要だということであれば︑両国の

とである︒もし沖純に軍事基地を確保することがアメリカのために

たように︑アメリカの施政権下におかれ︑日本から分離されて別個

かとの要望が出て来るのも無理もない︒しかし沖純は︑前にもふれ

いばかりか︑基本的には責任の所在と限界が明瞭︵めいりょう︶で

これらの問題に取組むと声明されてはいるが︑具体的の進展をゑな

沖維の住民は救われようがない︒もっとも日米両国の協力によって

施策は︑アメリカ側も日本側も中途半端のきらいがあり︑それでは

いままてのところ沖縄の経済開発なり︑民生の安全向上に関する

為政者はもっと真剣にこの点に思いをいたすべきであろう︒

ができたであろう︒沖純の人々は︑このことをうらめしく思ってい
るのである︒

の政治圏を形成し︑法域としては独立しているので︑日本の社会保

そこで︑せめて社会保障制度だけでも沖縄に及ぼしてもらえまい

障制度を直接そのままに適用するわけにはいかない︒もっともやろ

に帰着する︒そうなると︑責任がどちらの側にあるかは別諭として

要するに欠けているのは︑人間の知恵ではなく︑意欲と金の問題

ことが絶対に必要ならばという仮定を前提としたうえでのことであ

返還しては︑ということである︒むろん︑これは︑基地を確保する

ば︑軍事基地の瞥理椎と施政権とを分離し︑施政権はこれを日本に

そこで︑一つの提案をしてゑたい︒率直に結論をさきにいうなら

て︑いつかは爆発しないとは限らないのてある︒

日米両国間の政治の問題であることだけはたしかである︒いまさら

る︒とにかく責任の所在を暖味︵あいまじにし︑中途半端な姿勢

ない︒しかし民衆の忍耐と我慢にはおのずから限度があるのであっ

ひらきなおってアメリカに物申すなどとはいいたくないが︑社会保

うと思えば︑特別の立法をしてクッションをおくなど法理的には工

障のもっとも行きとどいた国として︑しかも世界一の富を誇ってい

らである︒またそれにもいろいろの問題が伏在するであろうけれど

を続けることは日米両国の協力関係の前途に危険をはらむと思うか

夫がないわけではない︒

る国が施政権者としてこれを統治していながら︑その統治民の福祉

本土復帰ということがよくいわれているが︑表現としては︑多少

も︑漸進的にせよ︑この方向に進むことが賢明ではないかと思う︒

や民生の向上についてこうも冷淡であるのは︑いったいどうしたこ

オー︾︿−のきらいがないでもない︒領土権も住民の国籍も依然とし

とであろうか︑疑念をおさえることはできない︒特にこういうこと
くものであって︑もはや勝利者による軍事占領としてではない筈だ

をいうのは︑アメリカによる統治は日米双方のための平和条約に基

て日本に保留されており︑返還してもらうべきものは施政権の象だ

からである︒沖縄住民の祖国愛︑日章旗一﹄対する愛着の姿をみると︑

からである︒

精神的﹀圧︑日本本土の人々こそ南と北より沖緬に復帰すべきでは

この関連にお墜Ｌ私のもっともおそれることは︑このままで推移
したのでは︑あらゆる面において日本本土と沖縄との間の開きは大

ないかと思うことさえある︒︵南と北より︶

︵南方同胞援謹会会握・前早大総握︶

きくなって行くばかりで︑沖細の人為の不満はますます増大し︑結
局︑人心はだんだんアメリカをはなれて行くのではないかというこ

（18）

秀逸

如月の風をまともに海難の漁夫らの墓の卒塔婆片寄る

○千葉県加藤己之

うつす

夜くだちて湯殿の鏡まざまざと亡き姉に似たるわが顔を

給油車は徐行し行きてかくも匂ふこの間隔に風の立つ時

○

まこと唯塞をとして曇り日の広き河の辺に我をあらしめ

○大里先生急死秋田市桜田洋子

入江相政選

山の径夕風冷えて疲れたる足に枯草の蔓のまつはる

佳作

冬枯れてしばし荒れゐし庭土を妻と起して花の種子まく

春雨のはれし狭庭におりたちて脈もぬくく土を踏みけり

帰りきてくつろぐわれに炉辺の火はいまあかあかと燃え
さかりつつ

朝露にしるく濡れたる締笹に陽は当りきてゆする風なし

○埼玉県相沢正直

丘畑も乾きて吾子の耕転機鳴りゆくあとに土挨たつ

梅薫る畑の隣に馬鈴薯の種植ゑをれぱ鴬の鳴く

○川越市小名木狂辰

小糠雨明るく庭木に降りそそぎ子雀の二羽樹間にあそぶ

○埼玉県鷲宮蔦人
若かりし時と気持は変らねど我身動きの鈍りこしものよ
○千葉県菅谷喜一

などみたる空に五色の旗なびき上棟の祝詞聞えくるかも

○同菅谷義太郎

いづくを調べても無かりし縮緬葉の赤実万両わが庭に生
ず

縮緬葉の赤実万両完熟の実を蒔きなばとただ時を待つ

浮き雲の切れ間のあたり上層は白雲にして下層薄黒し

わが里の孤立に似たる月山にのぼれば目路に干潟田開く

○入江相政

離れ島のをちにちひさき旗見えてみ船はかすむ瀬戸の海
ゆ鯵く

̲ 一

弘道歌壇

○同同
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ド｜

沖縄の学校

荒廃の国土
私が︑指導員のひとりとして沖細へ派遣
されたのは︑昭和三十九年十一月二十六日
である︒当時は︑キャラゥェイ高等弁務官
の時代で︑沖細の自治権が後退し︑私たち
の行動は著しく制限された︒折しもケネテ
ィ暗殺直後で︑空港に降り立った私たちの
た︒あれから二年を経過した︒その後沖維

眼をまず捉えたのは︑弔旗の星条旗であっ
はどれほど変わったろうか︒特に学校にど
ほどの進展もないままに︑教師も生徒も現

れほどの変化があったろうか︒おそらく何
状の困難に耐えてがんばっているのではあ
沖縄に渡るまでに私は︑彼の地を訪れた

るまいか︒

、

わずかに芽ぶいた大木を見ることができて

やや救われる思いがしたが︑そびえ立つ大

木というのは︑中部以南では見ることがで

きなかった︒今は見るべき木さえないとい

それでもいかにも南国らしさは至る所に

うことは︑今日の沖縄を象徴している︒

漂っていて私の心を喜ばせた︒十二月とい

多くの人の話を聞いたが︑実際に見る沖縄

が余り感じなかった︒空の明るさ︑気候の

たが葉は青灸としており︑そこには季節感

った︒すすきはさすがに穂は立ち枯れてい

斎藤喜門

リスマス草が軒高に延び︑垣根には仏桑華

は︑私の想像をはるかに越えていた︒一歩

F 口

うのに︑畑には砂糖きびが茂り︑庭にはク

踏み入れた私の印象はまことに強烈なもの

のかと︑東北育ちの私には見るものすべて

暖かさ︑海の美しさは︑南国とはこんなも

が真紅の花をつけ︑クロトンの葉が鮮かだ

で︑いまだにその時の有様がありありと眼

さて︑翌日から現地教員指導のための準

がもの珍しかった︒

い木とてない︑白っぽくむきはだかれた岩

いろいろ聞かされたが︑本土からは余りに

備が始まった︒私たちは沖縄教育の現状を

宿舎へと走る車の中で見たのは︑木らし

に浮かぶ︒

の丘が︑戦い終わって見るとすっかり地形

かけ離れていてすぐにはの率こめなかった︒

はだの国土であった︒そして︑この岩︑あ
がかわっていたということを聞かされた︒

での九十八日間︑中部︑宮古島︑那覇とま

わることによって︑想像を絶する悲惨な状

しかし︑これから︑三月二日に帰任するま
木らしい木は︑とうとう三十分も走る車か

である︒そのひどさが︑二年経た今もどれ

況下にあることをこの眼でたしかめ得たの

るかをつくづくと考えて承ることができた︒

ら一本も見ることができなかった︒この後

私はここで︑激戦地とはいかなるものであ

首里城祉︵ここは司令部の置かれた所︶で
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声

れるのである︒その荒廃は︑一年や二年の

ほども進展してはいないであろうと想像さ

建築が追いつかず︑どこも六十名を越す状

那覇市は地方からの移転者が多く︑教室の

か見かけたような代物である︒それでも生

らにお粗末極るもので︑終戦直後にいくら

節穴があき︑隅が欠けているという見るか

さて︑何はともあれ︑学校を見るべきだ

らは教師の動きも生徒の顔もよく見える︒

れほうだい︒大小いくつとなくあいた穴か

れもこのはちきれる生徒数である︒板は破

が始まっている︒教室の間仕切りは板︑そ

しかしそういうところに一つだけあるのだ

う学校は学級数三十余もある大学校である︒

とか家庭科室というものがあるが︑そうい

内の学校でも例外ではない︒たまに理科室

そういっても過言ではない︒それは那覇市

沖維の学校では特別教室が一つもない︒

ということで︑着いて三日め︑那覇市の神

オルガンに合わせて歌う声ばかりか︑教室

れ︑ばならない︒

からそれはやはりないに等しいといわなけ

徒はそういうものだと思って使っている︒

原中学校を視察した︒車から降りた私は︑

のざわめきまで手にとるように聞こえる︒

私はようやく教室の後に立った︒ところ

上塗りこそ施されていないが︑二階建のコ

こんな様子だから︑こちらの教室の後座席

が壁一枚へだてた次の教室では音楽の授業

況にある︒

年月︑一千億や二千億の金ではどれほどの
的だからである︒

変化をももたらさないであろうほどに徹底

ンクリート校舎が堂禽と建っていたのに驚

外側だけの校舎

いた︒思ったよりはるかにりっぱな建て物

では︑とうてい授業は受けられたものでな
これから後各地の学校を見てまわって気

席をつくって接待された︒雨の降る時はど

が多かった︒私は︑そういう学校では庇に

にいった時は︑校長室︑職員室のない学校

特別教室がないばかりではない︒宵古島

だと思った︒︵そのころ私の勤めている学

い︒コンクリートは外側だけである︒

づいたが︑どこの学校も同一規格になって

ックであった︶しかしそう思ったのはとん

校などは︑弱朽校舎といわれ︑木造のバラ
でもない勘違いだったということはまもな

コザ市を中心とした中部地区でのことで

うしようもなかった︒

った︒一つの統計で︑あとは生徒数によっ

飛行場のあるところで︑一寒村からたちま

ある︒ここは︑米軍の東洋一を誇る嘉手納

いる︒それは宮古島にいっても変わりなか
て長さや棟の数をへらすというやり方であ

くはっきりした︒

私たちは校長室へと案内された︒ところ

る︒ゆっくり設計してはいられなかったた
めであろうが︑しかしそこに育てられる生

れた︒研究会場に案内されて驚いたことは

ザ市である︒十二月七日︑美里中学校を訪

ち人口四万の都市にふくれあがったのが．

かでな

を仕切ったものであった︒したがって両側

が校長室とは名ばかりで︑実は廊下の一部
に坐るにはまことに窮屈であった︒やがて

した︒

徒に個性がのびるだろうかと思って象たり

いた︒その土間はでこぼこで机の安定が至

その教室は孤立した建物で︑土間になって

承さと

授業参観のため教室に案内された︒教室の
ているのにびっくりした︒六十名を越して

生徒の使っている机は︑年輪が浮き出︑

ないないづくし

戸をあけたとたん︑生徒がぎっしりつまっ
いる︒沖維では一学級の定員か五十五名︑
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﹃

まことに暗い︒机もまたそれにふさわしい

極悪い︒そのうえ︑三方が塞がれて︑中は

珍しいことに戦前の校舎も一部残っていた︒

されなかったためであろう︒そういえば︑

校舎にデイ帯．の大木があったが︑戦争で荒

七万二千人︑山のない平坦な砂糖きび島で

れでも一時間︒面積二五○平方キロ︑人口

の任地宮古島へ飛んだ︒プロ・ヘラ機だがそ

テレビの見られない島

もので︑何とひどい教室であろうかと思っ

そこに︑まだ木の香のする図書室があった︒

机は板がひしやいでいた︒蔵書はすべて二

のせいか︑すでに壁は割れ︑置かれた閲覧

ラジオによるだけ︒新聞も本土の中央紙は

和そのものである︒世間の雑音は耳に入れ

ある︒ここに約一箇月滞在︒その生活は平

一週間遅れだからあまり見る気はしない︒

たくても入らない︒すなわち︑一三Ｉスは

もちろんテレビがない︒那覇で見られるテ

百冊ぐらい︑本土の少し読書好きの生徒は
は帰途︑軍用トラック改造の零ハスの中で︑

佐藤首相沖純訪問の際︑先︑烏にテレビを

文化の恵みに浴さない沖縄の生徒のことを

といっていたが︑テレビが見られないとい

レビもここではもう見られないのである︒

の成績が本土梶はるかに及ばないのもこう

である︒この島の中心は平市である︒さす

うことは︑文化から隔絶されたようなもの

中部地区の平安座小中学校を訪問した時

えられている︒アメリカ流の職業教育重視

れたもので︑中には幾台かの工作機械が据

米軍の現物支給という援助によって建てら

な特別教室がある︒それは技術教室である︒

で十時間︒飛行機の往復は二十二ドルもす

この烏の人たちが那覇市に川るには︑船

たが︑そこで上映される言−１スは二箇月

がある︒ひまに任せてよく映画を見にいっ

が市だけあって︑三つの映画館と劇場一つ

たい︽つ

特別教室が皆無に等しいといった︒しか

したことが原因をなしているのである︒

つくづく考えさせられた︒全国学力テスト

個人でこれぐらいは持とうというもの︒私

正月三箇日を那覇で過ごし︑四日には次

た︒聞けば︑生徒数の激増に校舎建築が間

もちろん父兄の寄付である︒しかし安普請

に合わず︑父兄の勤労奉仕によって建てら
れたものであるそうである︒それ︸↑しても

その教室が数年間も使用しなければならな
いところに︑校舎建築のテンポののろさが
ある︒結局︑建築費の問題なのである︒

私が見た︑二十数校の中学校のうち︑図
苫室のある学校は放校であった︒この数校
の中には︑建築したばかりだというのが二
三校あったから︑どうやら普通教室が出来
そろそろ特別教室に増築の手がのび始め︑

その第一として図書室をという気運が起こ

し半数ぐらいの学校には︑ただ一つりっぱ

である︒この烏は︑勝連半島から五粁ばか

によるものであろう︒ところが︑その機械

っていることが察せられた︒ところが︑蔵

り離れたところにあり︑ふだんは発動機船

のサイズがアメリカ人向きであるため︑踏

へんざ

が往復するが︑遠浅で︑いったん潮が引く

かない︒この島の人たちが文化に取り残さ

るので︑だれも簡単に島を出るわけにはい

書か皆無といってよかった︒

と広々とした砂原続きとなるので︑︒ハスが

翠台なしでは手が届かない︒それにしても

かつれん

そこを走るというおもしろい島である︒こ

は︑いかにも不釣合いで奇異な感がした︒

何もないところにこの機械だけがあること

れるのは当然で︑平和といえば平和だろう

前のものであった︒

のものという感じのするところであった︒

こは米軍もおらず︑割合豊かそうで平和そ

の皇

︑色

︑−ノ

／Ｉ︑

︽

が︑何も知らない平和なのである︒しかし

高いので手取りは六十ドルをいくらも越さ

十五︑六年勤続で八十ドル︒しかも税金が

明日からの生活に窮してしまうのである︒

あると一︶ろから︑子どもたちも雪だるまな

年賀状を扱っていたが︑教科書Ｅ雪景色が

ので︑各学年とも冬の教材︑一︑二年では

る︒

このような民度の低さをだれがさせたの

件を具えている中で︑祖国復帰穴学力のレ

に︑校舎︑教材教具︑教員のすべてに悪条

教員では中間層を失っている︒このよう

墓怪は中国の年号が刻まれてさえいる︒

つは歴史が違うことである︒八重山の古い

どを画くというふうであった︒さてもう一

経済の波だけはすぐにも押しよせるのであ

沖純の多くの人たちは低い生活に耐えて

か︑本土の私たちはそこを考えてみなげれ

ないのである︒

いる︒沖継の歴史は︑苛敏詠求にあえいだ
︑ばならない︒

給料

歴史だから戸一の貧しさは今に始まったもの

ベルアップの情熱は横溢している︒それが

沖縄の教育
沖細は英語で教育されているのではない

でないかもしれない︒今は砂糖きびとパイ

かと思い違いをしている人がいるようだ︒

ナップルと観光に依存している僻地である︒

島全体が川瑚礁であるから地味が肥えてい

は︑子どもたちをして︑自分たちの国溌は

何よりの心強さだが︑しかし二十年の占価

私たちはこの沖純の先生方の熱情に応え

教科禅も指導要領も全く本土通りである︒

沖純には鉄道がない︒頼るものはバスと

う︒ことばも大体共通語が使いこなせる︒

る意味でも︑沖継の現状を理解しなければ

教育権は琉球政府がにぎっているといえよ

タクシーだけである︒タクシーは基一本料金

八重山ではすでに方言を失って完全に共通

ならない︒そして出来る援助の手は一手で

るはずがない︒

が十五セント︑あとは五セント刻翠で︑そ

研になっている︒本土の方言地帯よりはる

もさしのべるべきである︒﹁沖縄の復帰し

こた

の際の走行距離は五百メートル︒南部戦跡

かにりつばである︒

ただ︑環境の違いから︑本土と同じ教科

ことばは︑沖細を知る者のひとしく感ずる

ない限り戦後は終わらない﹂という首相の

どこであるかを不明にしている︒

を三時間ぐらい案内してもらっても三ドル
もあればよい︒ある時その運転手に給料は

一つは自然環境の違いである︒烏には五百

︵東京都会員︑お茶の水女子大学教官︶

心である︒

苫を用いるのにかなりの支障がある︒その
メートルを越す山は︑石垣烏に一つあるき

いかほどかと聞いてみた︒だいたい月六十

りである︒また︑川らしい川もない︒季節

ドルだという︒邦貨に換算して二万二千円

てはこれは普通である︒日用品まです季へて

である︒沖継の一人まえの男子の給料とし

って文学︑特に俳句の理解は困難である︒

しかし教科君通り教えようとしている︒平

感に乏しい︒雪は見たくてもない︒したが

安座小中学校を訪れたとき︑年末であった

輸入に待つ沖縄では︑手に入れる物はどう
教員の場合はどうか︒校長で月百ドル︒

しても割高になる︒

しかも年金制度など一切なし︒退職すれば
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の沖純住民へのこの約束を力強く感ずると

ともに信じて疑わぬ者であります︒今後の

政治の方向は本土政府がこの公約を実現し

て︑沖純の発展を果して行くことにありま

次に私の重要政策を申上げてご理解ご協

す︒

力を得たいと思います︒

す︒

一︑祖国復帰は正しい方法で強力に進めま

沖縄百万住民の悲願である祖国復帰につ

いては基地と施政権を分離して早期実現に

の分離方式が実現可能な一番早い正しい道

防衛の為本土にもあります︒よって私はこ

努力する考えであります︒米軍基地は祖国
から発展へと︑苦象ながら奮闘して参りま

だと信じます︒

て促進します︒

二︑沖緬の産業の振興は本土と一体となっ

土一億国民は沖縄の皆様のことを片時も忘

脱げ出ることが大切であります︒それには

畜産業の発展を促進し︑基地経済から早く

先づ農業の振興を中心に工業︑水産業︑

れたことはありません︒沖細の復帰が実現

装及び農道︑排水路︑港湾等の基本施設を

沖細と本土が一体となって全バス路線の鋪

整備するととも渥︑砂糖問題では本土の糖

しない限り︑Ｒ本の戦後は終らない﹂と︑

価安定法で本土並裂の政府買上げを実現し

完全な保護を図らねばなりません︒更に台

る諸問題を解決していきましょう︒皆さん
私は祖国国民を正式に代表する佐藤総理

も頑張って下さい﹂と言われました︒

又﹁今後沖細と本土が一体となって山積す

祖国日本の佐藤総理も先般訪沖の時﹁本

に実現しないことは誠に残念であります︒

沖縄百万住民の悲願である祖国復帰が容易

軍事基地と共におかれておる状況であり︑

した︒しかし未だ米国の施政下に︑大きな

戦後二十年間私共は壊滅から復興︑復興

ら候補についての一端を書いて見ました︒

して又海友会の面目にかけてもと悪筆なが

照屋盛通

立法院議員立候補に際して

海軍慰霊の塔は桜︑デイゴ︵沖縄県花︶︑

松その他南方植物の美しい青葉に蔽われて
真夏も近しの感を深くしておりますが︑東
労働局長を退任いたし︑十一月の立法院議

京はいかがですか︒私は昨年八月琉球政府
員総選挙︵県議︶に打って出ましたが︑見
事落選し︑失意三ヶ月︑最近水産会社に奉
職するようになりました︒海は私の故郷で
あり︑沖細の発展の道だと信じ︑人生の再
出発と張切っております︒新任の固い決意
を海軍慰霊之塔に参拝︑報告して御加護を
毎月の﹁弘道﹂には感謝しておりますが

祈ったのであります︒

筆無精をかこっておる折柄寄稿のご依頼に
ておりますが︑しかし大田司令官の後輩と

接し︑余りの光栄と大任にとんと困り果て
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し‐

水産︑畜産では政府の資金融資を増すとと

障制度を確立することであります︒又工業

風や干ばつによる農作物の災害に対する保

あります︒後略

精神で堂々と強く要求して貫徹する決意で

必要であります︒私はこれを日米琉協調の

日米両国から現在の二倍以上の財政援助が

せん︒これには私どもの努力も大切ですが

８︑青年層の日米協調路線に対する離反

７︑米軍基地の言へトナム戦の作戦華地化

﹁政治からの中立﹂が破壊された︶

政府勤務十三カ年︑中六カ年の労働局長

の心を掴むことは困難である︒これが佐藤

解決する為にも最善の努力なくしては島民

経済援助は当然であり︑上記の諸問題を

と見ております︒

三︑社会保障制度の拡充で貧乏を追放しま

もにその販路を確保せねばなりません︒

の経歴と若さと情熱をぶつつけて精一杯選

す︒

現在︑生活保護制度︑失業保険︑労働者

一億国民が解決すべき重要な責務である︒

総理の言われた山萩する沖純問題であり︑

ている︒私は本土政府初め一億国民が再び

戦後二十年全島民はこの解決を強力に訴え

佐藤総理は大臣や田中幹事長を帯同され
て訪沖された︒その自由民主党の若手議員

挙戦を闘いましたが完敗しました︒何故か︒

れらを本土並みに速かに実施し︑皆保険で

や婦人議員を派遣されて祖国との一体化︑

解決して繁栄平和の島として頂くよう心か

戦闘の島とすることなく︑本問題を早急に

災害補障保険がありますが︑之に医療保険

農村にも及ぼし︑真の福祉社会を作り︑私

財政援助の拡大を強調された結果詔議席中

勤労者年金と国民年金制度であります︒こ

どもの町村から貧乏を追放しなければなり

ることである︒︵慶良間烏戦記抄︶

の﹁八文半の軍靴﹂物語が残されてい

ろう︑このいたましくもいじらしい涙

いた︒恐らく世界の戦史にもないであ

兄妹相抱いて自決した十三名の学童が

陣に斬込みして全員玉砕し︑他に母子

阿嘉国民学校の児童八十人が夜中敵

斬込みした小学児童

ら訴える者であります︒︵沖細会員︶

辛うじて肥議席を確保したのです︒

私の場合︑沖細南部の中心で農村地帯で

ません︒

あるが工場︑港湾に近く半農半労で︑革新

四︑教育を盛んにして人材を養成していき
ます︒

主なる敗因としては︑

派が失地挽回を目ざして勢力を集中した︒

多数の人々を抱えています︒本土政府の援

１︑祖国復帰の未実現

沖純は土地が狭く天然資源も乏しいが︑

助を大きくして学校を整備し︑教員の待遇

２︑主席公選の未実現

５︑本土の貿易自由化による砂糖価の低

４︑源泉所得税の高率課税

３︑社会保障制度の不備

をよくして教育の効果をあげねばなりませ
ん︒

五︑日米両政府の大幅援助を実現致します
以上の政策の目標は沖縄を本土並みに発

下と保護の外国扱い
政党支持及び活溌な政治運動︵教育の

６︑教職員と労働団体の協力による革新

展させることであります︒私どもはこれを
して︑明るく栄える社会を作らねばなりま

向う三ヵ年で実現し︑本土との格差を無く

︐一
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の舞

ると思います︒今現在でも日本内地はもと

と舞踊とによって広まって行ったとも言え

能︒日本本土に於ける沖純への関心は音楽

維︑その中で無形なるが故に生き残った芸

本の敗戦の歴史と共匡歩詮つづけて来た沖

その他にもいろいろの悲しい戦跡を残し日

海軍戦没者慰霊之塔︑健児の塔︑魂塊の塔︑

沖細は︑姫百合の塔︑白梅の塔︑梨明の塔︑

れて︑アメリカに里子にやられた私の故郷

しょうか︒それから敗戦︑日本と切り放さ

して全島が戦火にさらされた時ではないで

のは︑あの悲惨な戦争に全日本の防波堤と

の沖細県が本土の人々の注目の的となった

元来日本以外どこの国でもない沖維︑そ

︲Ｉ

蝿

てもほんの一部の人々を除いては︑沖維舞

より沖縄へ参拝や観光に行かれる方を庭し

〜

沖維の宮廷舞踊は室町末期から徳川初期

に日本内地にはやった風流小歌踊がもとに

なっているとか言われています︒小歌踊は

出羽︑中羽︑入羽の連の組歌に踊が仕組ま

れたものだそうですが︑沖縄の宮廷舞踊も

りは亜女の手や祭礼の舞の手等が交ってい

その通りで︑ただ琉球歌を以てし︑その踊

るのが多く︑老人踊︑若衆踊︑女踊︑二歳

で居ります︒一篇の物語を科白と歌唱と一﹂

踊等の別があります︒これらを端踊と呼ん

れらの舞踊として作り上げられたのが組踊

でありますが︑日本の能の面影が多分に見

があった時代で︑中期が近代舞踊︑廃藩後

長い伝統を持ち︑政治的な大きなつながり

れたのであるが︑それ以前数百年にわたる

尚敬王が踊奉行を設け︑その管理下におか

らないと踊が軽薄廷なり線の美しさを失っ

番重心をおく所は腰であります︒腰が据わ

言う︶所です︒稽古の時は勿論ですが︑一

の形で左足を軽く左の方に出す︵立直りと

手足の扱方︑目の動き︑踊の区切りに休止

沖純の古典舞踊の特殊な点は上体の動き

られます︒

大戦まで芝居で育った時代︒後期は次代舞

てしまうので︑昔は腰に板切れを結い付け

々ありますが︑明治以後になって出来た物

す︒雑踊はテンポの早いものが沢山ありま

は︑腰のこなしと目付にあると私は思いま

ますが︑踊に暖かい情感を伴う所以のもの

古典舞踊は色気の無いものとされて居り

て癖を直したそうです︒

言う新舞踊と言う意味の物である様です︒

冠船舞踊︶真踊︑端踊︑組踊︑雑踊等と種

踊の種類には︑古典七踊︑宮廷舞踊︵御

事になります︒

踊︑つまり戦後舞踊家の手腫移ったという

古典舞踊︑つまり宮廷舞踊として享保四年

沖細舞踊を時代別にのべますと︑初期が

ではないかと思います︒

踊の真価を殆ど理解して頂いてはいないの

当間藤子

踊
を雑踊と言っております︒日本舞踊の方で
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沖

1

素晴しい事かと常々思っております︒今の

発展を続けております︒私も十年前Ｅ︶の

が初まりで︑今でも東京一の保存会として

会に加えて頂いて故郷のこの沖縄の舞踊を

して︑衣装も庶民的でありますが︑古典舞

ておりますが︑政府のお力添を頂いてこれ

沖細ではこの実現は大変困難な事とは思っ

舞踊の研究所も戦前にもまして︑沖維だ

ております︒この沖縄の舞踊の発展をお祈

趣味として続けて居ります事を誇りと思っ

踊の木質は失ってはいないと思います︒

らを上演の劇場が出来れば幸と考えます︒

りすると共に比嘉様に深い感謝の意を表し

けでも二十数カ所を数えられる位でござい

まして︒ヘンをおきます︒︵東京都会員︶

日本本土のどの県を見ましてもこの様な
でしょうか︒木土でこの舞踊が発展致しま
らぬ尽力があったのです︒先生は愛好の余

した蔭には沖細財団の比嘉良篤様の一方な

立派な民俗舞踊を持っている所があります

ます︒東京や川崎には全部で五六カ所位だ
と思います︒

沖細のこの伝統的な立派な鮮踊の保存と
為は︑唯自分の生活という面だけで研究所

浜千鳥節

にてん忘ららむ︑我親の御側︑

わうやうすば

一旅や浜宿い︑草の葉と枕︑

お
じやゆわ
覚び出すさ昔︑夜半のぎらさ︑

二旅宿のねざみ︑枕そば立てて︑

また木植て置かぱいもれ忍ば・

四ひぱ木植て置かばしばしばといもり

あまん眺みゆら︑今日の空や︑

二渡海やひぢやゑてん照る月や一つ︑
きゆすら

とけきち

I

いう意味からも現在の舞踊に関心のある方

い伝えられたので︑せめて東京にだけでも

つし会芸東呼おでら開児
たてを能京ぱ二束れし烏
の下刺保沖れ入京たてに
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あのはげしい戦禍で郷土の一切が全滅と言

さ設存細てをへのお疎鹿

一歩進めて﹁伝統の古典舞踊︑細剛の正統

｜びて踊りぬく情承を写した琉球情緒
1豊かな郷踊。

をお持ちの方が多いのですが︑それをもう

保存しておいて将来沖細が落付いたら沖細

l旅愁を主題に琉球がすりを着た詮や｜

保存会﹂という意味を持つ社団法人が作ら

へ伝承しようというのです︒幸いな事に塙

｜らび（娘）達が夜の浜辺に月光をあ｜

人の渡嘉敷先生や音楽の大家池宮城先生が

｜浜千鳥節(Mる』崎附さん）

れてみっちりその保存に力を入れて︑後世
の人々へのバトンを渡すとしたらどんなに

￨明治以後の作品で遠く故郷をはなれi

沖縄の地に誓う

飯井敏雄
昭和二十年五月︑当時海軍航空隊の一員であった私は︑米
機動部隊攻撃中に被弾し︑沖純の海に撃墜されましたが︑幸
い近くの島の人々の決死的な救助と︑手厚い看護とにより︑

九死に一生を得ました︒断末魔の沖縄本島に比し︑平和に明
け暮れていたこの島にも戦禍は免れず︑旬日を出でずして米
軍の上陸するところとなり︑島全体が破壊の猛威にさらされ
島民は衣食住は勿論のこと︑最愛の肉親や︑生きる希望さえ
奪われてしまいました︒こうした逆境にもめげず︑〃生きよ
う︑人間生活を築こう川とする島民の営をたる努力は続けら
れました︒そしてその努力は︑すべて己れを没却し︑お互に
手をとり合い心と心の結び付きによる美しい人間愛の結晶に
よってかたち造られたものでした︒この美しい努力は外来者

で︑乳飲み子よりも手足まといの自分に対しても例外でな
く︑米軍に対しては身を挺し︑生活に対しても肉親の如き慈
愛あふるる温情にただただ心の中で男泣きしておりました︒
やがて島にも元の平和が唾る頃︑私は島に別れを告げました
が︑尊い人の心︑美しい人間愛を東京の片隅にソット育て︑
皆様の御恩の万分の一にもと︑心に誓いました︒

戦後︑沖純と内地の交通が再開されてから︑我が家を訪れ
る方が年を多くなり︑簡易宿舎でもありましたが︑四︑五年

前からは︑当時の幼な子や戦後生まれの若者達が︑就職や進

学を志して続を上京し︑今では五十名にもなりました︒しか

し︑その中には恵まれない状態におかれている子︑都会の荒

で︑ある時は父母先輩格になって就職︑進学︑恋愛︑結婚等

波に抗し切れない子が多く︑しかも親戚のある子は皆無なの

の相談相手に︑またある時は兄姉友人となり遊んだりして少

しでも心の励ましになればと︑家中こぞって務めておりま

す︒また七年前から﹁島﹂出身在京者の会を作り︑私の家な

どを会場として年に何回か会合を開きますが︑手製の沖細料

理でアワモリを酌承かわしながら︑蛇皮線に合わせて琉球舞

踊とドンチャンさわぎ︑その賑わいは故郷の祭りと同じよう

クも忘れた無心な明るい笑顔と笑顔︑こうした青年たちの純

です︒その時のみんなの顔は︑日頃の苦しみも︑ホームシッ

朴な姿を見つめていますと︑あらためて平和の喜びと当時の

入ごとではない︑自分もやはり〃あれから二十年″︑当時

想い出とが交差し︑目頭の熱くなるのを禁じ得ません︒

の誓いは︑はたして実行されているだろうか︒あの人たちの

美しい心を︑人間愛を生かしているだろうか︒否々︑まして

や﹁小さな親切﹂などには足元にも寄りつけない自分︑もう

︵安立電気厚木事業所製造課長︶︵小さな親切第二四号より︶

一度思い直そう︑そして考えよう︑前進のために︒

州職︲︲
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ー

口

１１１１︲︲︲

○

○

む
ふいご
勝剥き出し老の一徹輔押す

小さき肝手併の乳房をつかみ出す

薬ぬり夜泣きの併手撫でて寝る
○

早春の縁に趣つく唄もはずむ

日溜りに水仙の咲き揃ひけり

常に見る山まるまると霞染けり
○

騒音の街逃れ来て藤に侍つ

病む妻のつくる微笑み春寒し
○

世と共に型変りゆく雛かな

なつかしき国土の美化や植樹祭
○

草餅や田舎のかほりなつかしき
○

清澄寺

川越市小名木狂辰

千葉県金杉茂穂

千葉県八木幹男

埼玉県鷲宮蔦人

千葉県坂本弘軒
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大橋越央子選

引鴨や少女が漕げる手間渡舟松江市栗間歌子
新校舎ふところにして山笑ふ
日脚やＬ伸びしと思ひつつ帰宅
孫の後より燈のぼるうららかに
蛎香碑に侍てぱ風あり柳の芽
鰹香碑の前のベンチの陽炎へる
初蝶のまつはる碑文覗き読む

青嵐旭の森にわれ立てば

大藁屋左右に侍り樟若葉

子

｜

』

︵勤王儒者内村鯛香の家塾跡は松江市庁舎前︶

央

一

碑をよそに人去り入来風光る

越

嬉

俳
弘道

１１

詩林三好凌石選︑舞砺謝蕊羅蕊

1

奉奇一○○○○○○○○○○

聖明昨賜大勤位︒︒・・・︒︒・・・・

荘荘天地間︒難し見二群和気や
○○○○○○○
鳩杖随し身荷二一帝因甥︒︒・・・︒︒・・・

評日︒平礁︒

何固去歳赴二黄泉幻

且槻峰興し蟻︒此中有二深音堵
○○○○○００
︑
中
田
市議小群忌賦興
八十八齢入隊し毒︒
評日︒起筆俊逸︒結得糎妙︒
００○○Ｏ○Ｏ
秀城栗原精夫︵横漬︶
仰騰功業興し天奪明杜熔詩云︒
︑︑︑︑︑︑︑
評日︒筆致清高︒除韻標測︒静爵〃呼謂︒妻泰レホレ誉し世︒ 苦節誰知閲二十年毛
︑︑︑︑︑︑︑

︑高尾山ｃ・・・硯︒
︒
︒
ｃ
・
・
二彼
盗国
臣毛
伎側
如二
見戯や

○○○００○○

○０○○○○○

機花絢噸裕二晴光毛

︒○０Ｏ○○○
遥看群峰雲影長︒

欲下追二野趣一遠尋古芳︒

○Ｏ○００○○

員趣や

評日︒一二涜脆三四目有二

︑賀三石井君再任二町長一

怖渓勝田啓治︵千葉︶

︑︑︑︑︑︑︑

衆望蹄し君堂偶然︒
︑︑︑︑芯︑︑
才名器識世中博︒

○○○○○○Ｏ
振二興町政一能成し徳︒
○○○○○○Ｏ

評日︒治功顕著︑再任可し賀︒

再任雁し期功績全︒

︑賀二某家三夫帰一

︑︑︑︑︑恥︑
三代平安吉事陣︒

︑︑︑︑︑︑︑

○○○○○○○

評日︒一結超妙︑世少二其匹毛

夫唱婦随惟楽レ天︒

此記し喜

︑中匠新善校長曾席上賦レ

翠峰杉崎精治︵横漬︶
○○○○○○○

教畢孜孜二十年︒
＠劉樫即事
○○○○○○Ｏ
静古中村静子︵逗子︶ 提 携 協 力 盆 喬 遷 ︒

評日︒吟興可レ乗ｑ

樫花今日映二晴光毛
︑︑︑︑︑︑︑
好鳥聾穿庭樹中︒
○○○○○○○
惟畳殿春殊有レ興
○○○○○○○
道遥曳レ杖小亭東

︑︑︑︑︑︑︑

喜看仇催得二隻全毛
＠槻撰
○○○○○○○
松堂中村築次︵逗子︶ 好 述 誰 又 能 如 此 ︒

評日︒痛惜何堪︒其人可レ想︒

○○○○○○○
杜宇暁過三月天︒

霞軒鵜野英治︵千葉︶唯し評津一湯許宅子鞠存一酷評毛 回二懐市政一腸堪レ断︒

餐客成し群凝レ眺庭︒

○○○○○ＣＯ

移山寺島慶二︵千葉︶

＠賦二得度題醗一

不レ教︒令二自能考一之教也︒

告子章句心欲し啓．渡人一而故

○○○○○○○
老
杉藷欝幾千年︒︒・・・︒
︒
・不・
臨
レ
命
索
レ琴
弾・
︒叩・
示二
屑一員
○○○○○○○
樹擁二雲篭一聾二碧天註
や云・
︒・
不屑二字︒出二子孟子

○○○○○○○

彫廊朱殿鎖二春煙毛
評日︒沖潅︒景致佳絶︒

︑多摩自然動物園
○○○○○○○

最欣普奉︒電波逓︒

山林匿潤路縦横︒︒・・・︒︒︒
鳳闘懸レ弧瑞気明︒
○○○○０Ｏ○
奇獣珍禽飛躍蛭︒・・・︒・・・
暁雲海日入二新正毛
︑︑︑︑︑︑︑
寄レ語帝都塵外客・・・︒・・・
︑︑︑︑︑︑︑

評日︒優岐淋哉︒吟懐超凡︒坐蕊宮一商雅楽幹︒

馬し愛二湘南風色好毛

弘粁坂本弘︵佐原︶ ○○○○００○

︑秋Ⅱ散策

評日︒雅健︒雌得題一意︒

、

︑︑︑︑︑︑︑
︑奉レ賀二吉田前宰相八十八
暁 荘 爺 耀 章 ︵ 中 国 ︶ 七十八齢恰瓦全︒
︑︑︑︑︑︑︑
吟花輔月利名椙︒
城南西春彦︵東京︶秋癌号嘱埋雲︒椙罰 激し世︒ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑
長堤曳レ杖秋晴好︒
同類相版伐ｃ紛争如二演戯毛
○○○００○○
︑︑︑︑︑︑︑
碧水連峰四望柵︒

レ韻

1

ー

満園風物足二詩情毛・・・︒・・・
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i

ー

○○○○○○○
育英錬達同調士︒
体し笑頼齢加二一鞭毛

０○○○○○○

評日・筆格温醇︒量幅無量︒梅祷祢癖必諦陽︒凌石興逸吟迩動︒談酎意尚除︒

︑丙午一月十六日松涛書屋浩雰小疎棒僻二蒔治圭秀波興し君相掛酌︒微酔足二清虚毛

評日︒風刺自浦︒交情淵藷可レ見然吟牡小集七絶聯句先
・喜
・・
酔︒
中・
閑・
ｎ・
月︒松涛＠仲二水島膝吉翁杉崎粘治
○○○○○○○
夜ｏ
雪ｏ
清ｏ
寒ｏ
折ｏ
竹ｏ
啓︒秀坂蓉卸鰭勢蝉僻長︒﹄静古教育多年樹二偉功や
︑題二稽本氏楳仙書屋一ｏ

○澱
○ ○筆
○ ○嬢
○ Ｏ繊雛回議藤躍噸議蕊識澱確
；烏；雨職蝿

○○○○○○○

︑︑︑︑︑︑︑
疎
影黄昏鴬語親︒ｏｏｏｏｏｏｏ
胴有二欣然無し限情毛﹄静古風塵白日昏ｏ板蕩如二幻世宅松瀧諭爺一夢室︒
︑︑︑︑︑︑︑
唱
香
吹
暖
一
枝
春
︒
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏｏｏ
梅花一笑好風吹︒静古群総増跳梁ｏ闘争似二児戯毛︑寸織漫言
○００○○○○
楳仙書屋人相倉︒︒︒波ｏ
・・・・
静風寒欲レタ時︒松涛冊仰一長喚ｏ不し見太和気ｏ℃邪勢噂蛎韻△△瓢評道弘

酌し酒題し詩興倍新︒ｏｏｏｏｏｏｏ

○○○○０○○

○○○○○○○

形模邪勢専︒妙如二撮弄戯毛

△△△△△△△
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評日︒吟友盤惣之情殊深︒酌し酒陶然幽一意動︒秀城宇宙唯荘荘ｏⅢ哉何限一昼︒歌剰諸塚雲目︒嫡並奇温蛎斗世︒

揮︒
レ筆
＠春日偶成Ｃｏｏ畔
︒中︒
︒漏盤遅︒﹄松堂︑狸韻サモアラパアレルト署ソ△△△

翠時積本正太︵葉山︶春風寒逼雪幸天︒松涛人伽而獣心︒放し利惟倣レ世︒荘郷錨確踊毛雅乏謹眉港鼠毛
○○○○○○○
︑
一︑
雨︑
一︑
初︑
牧︑
謁︑
需中ｏ凍雀開し情又一年︒秀波訳知免無し肌︒刺促如二博戯毛休レ言健筆多︒常面不し充レニ届
○○○○○○○
︑梅
︑花
︑︑
瓶
下︑
坐︑
二︑
春風↓坐見梅庭足二清一意↓松堂虚名所二以僅毛欲三謹吐二嬬気や心蝉訓錦龍守説珪
○Ｏ○○○○○

０窓
０寂
Ｏ実
○無○
松
一○
人○
到や聖レ杯酔色入二詩篇や﹄翠時雁砿不し堪レ看・賦レ詩川潤し一意︒蝿一沈獅癖一那荊︒

○○○○○○○
○讃
○一
○詩
○圭○
聞
自○
一○
楽不レ窮︒悠然酌し酒一宵淑︒松堂︑謝下内川知事見雀附一毒杯一報顎球鐸鐙個凋︒
○○○○○○○

去△
レ△
世春
老︒
評日︒著意清純︒吟情幽雅︒小雨春寒興自閑︒翠嬬白髪三朝浴二景光毛△陸
△君△
△空△

０静
０古古稀加レセ健而剛︒遥向二花魂一杜宇哀︒
︐新年口競椛樹未し開○
鴬○
未○
し○
恥○︒

○○○○○○○

菱波寺田英一郎︵布施︶糠撰怒綻耐婆妻︒﹄松堂偏欣明府頒二眉一言︑

︑︑︑︑︑︑︑
一
初旭瞳瞳瑞気新ｏ早梅春動放二香風宅翠蒔賜レ我南山一巨蛎︒奈此△
航△
空△惨
事多︒
△△△△

○○○○○○○

○○○○○
︑家
︑︑
︑酌
︑二芳醇毛○
全
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し︑悲
遼○白
還紅佳気通︒静古︑求員堂掛酌但疑整△
備△
有△二
相差毛
△△△△

慈萱九秩身増健︒遥君暁天寒月酷︒松涛白駒去何疾︒勿勿歳欲レ除・如今△
技△
術△
猶△
求△
レ△
妙△
︒
○○○○○○○
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獄
し毒欣迎丙午春︒清流十里淡煙篭︒﹄秀城山煙斜日循︒林樋白雲録︒一警須レ期到二百磨毛
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｜会員だより一
有田から金ヶ江三郎
謹啓柳緑花紅の候愈を御清祥の段慶賀
し奉ります︒久方振にて拝眉の栄を得て御
健勝なる御容姿に接し恐悦の至りに存じま
す︒今度予ねて当社へ御下命の両陛下御料
食器謹製上納秀上京の洞り貴会に尊台様を
御訪ねせしところ︑御多忙のところ親しく
御引見の上にて御清談拝聴さして頂き愛国
の至情至誠交々にてつきず只々感無量に存
じます︒今度は宮内庁の方の御厚志にて皇
居を拝し︑折柄山桜の常盤樹に美しく映え
て咲ききそふ景色を眺め時︑場所丈に感激
致しました︒明治神宮︑靖国神社︑乃木神
土町佐々木神社宮司岡本実之助氏︵八四歳

に参拝もかなって有意義なる今度の上京で
御座いました︒終に先生には益を御健勝に
て御指導下さいます様切に御願い致します︒
右御礼まで︒

四月二十二日

本二十二日は︑過ぐる昭和三十六年四月
天皇皇后両陛下当社へ行幸啓遊ぱされし

佐賀・長崎両県下御巡幸の砺り
尊い日にして
天皇陛下におかせられては二度目の︵昭
て聖恩の犀けなさに只之恐催感激し一同集

和二十四年五月二十三日︶御巡幸の御事に

︹有田副支会長︑深川製磁常務取締役︺

合の上当時の光栄を偲びました︒

新人会員芳名
昭和四十年十月以降

神奈川松本栄蔵森田恵三郎

千葉林春子石橋香峰
東京越英夫西村幸二郎

〃斎藤吉之助〃
〃岡田良太郎〃
〃松本三千雄〃

埼玉新口利雄〃

″芳賀正男村田一雄

神奈川山室多蝿子〃

林芳雄西村幸二郎

小谷藤二郎〃

篠原吉孝〃

小谷隆一〃

芳賀助〃

田中佐恵子〃
内貴平三郎〃

石井敏子岡野清信

内貴章雄〃
田中秀雄〃
田中滋野〃

永井義夫〃

庄司昇〃
富川進〃

寛英夫〃

渡辺ふぷへ〃
飯田安好石橋香峰
大沼茂雄渡辺正勇

馬上幸男石川佐中

荒井弘蔵〃

ロハ一くこ⑦三一二二⑦茸〃

鎌田章平西村幸二郎

太田哲〃

清村放明〃
平岡弓子〃
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川

京

都

葉

京

島

京

神

束

京

千

東

福

東

社に参拝し︑乃木神社にては偶々滋賀県安
・小生二十五年来の辱知︶と御会いしまし

た︒又神社本庁神田明神︑東京郵政局を訪
ね同郷の但馬氏と参議院に迫水氏を御訪ね
し︑弘道の事に就いて四月号掲載の事を承
っていた丈に御話など事前にかへしました︒

殊に予ねて念願の水戸常盤神社︑藤田神社

ク ク ク 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 奈

ｰ

空

笹瀬統一

高田淑子
根津宗明
有政孝英
山宗忠臣

中島英輔
橘本善次
片桐カツ子

蓮元啓文

敬弔
二木謙三氏

満公正
一任男

特別会員︑友好団体修養団名誉団長︑
二木謙三氏は四月二十七日午前六時三十
五分東京芝白金の東大伝研病院で老衰の
為逝去︒行年九十三才Ｏ豊島岡女子学閥
で五月七日午後二時から葬儀は盛大に行
われた︒喪主は義子の友吉氏︒
明治三十四年東大医学部卒︒東大︑日
本医大各教授︑東京都立駒込︑大久保︑
本所各病院長︑豊島岡女子学園長等歴任︒

片倉渡
山林辺〃〃〃〃〃〃

鼠咳症病源菌︑赤痢駒込Ａ・Ｂ菌発見等
の功紙に依り日本学士院会員に推され︑
二十九年藍綬褒章︑三十年文化勲章︑四
十一年勲一等瑞宝章︒腹式呼吸と玄米二
食主義を提唱普及につとめ身を以て範を
示された事となったのであった︒秋田県
出身︒

だＯ

編集後記
沖細は﹁歌書よりも軍書にかなし﹂とい
う詔が︑誠に相済まぬ次第であるが︑ぴっ
たりする︒昼尚暗しといわれた大木の残骸
が一二本立つ首里王城靴や一家全滅を告げ
る位牌だけのいくつかの小屋︑ひめゆりの
塔︑魂塊の塔の前に立った編集子は島民死
傷の大多数が言語に絶する悲惨さをひそか
に耳打ちされてジンと来たのだった︒正に
冷厳を越えての本土決戦の身代りだったの
戦後二十一年今尚︑米軍の施政権下にあ
って︑日本人にして日本人にあらざる存在
を統けて肩身を狭めているのだ︒一部の米
軍基地や目由化の那淵は観光客でうるおう
てあろうが︑サンゴ礁の本島では煙草︑砂
緋黍︑．︿イナップルの主要産物にしても盤
作はのぞめぬであろう︒

れると思う︒

全島の産業︑教育︑経済等本士では想像
もつかぬみじめさが大浜︑照屋︑浦崎︑斎
藤︑金城諸氏の玉稲からも︑うかがい知ら
佐藤総理は先般訪沖︑つぶさに親しく見
聞されて︑実情を肌身に感じていられるの
だから施政権を初め島民悲願の祖国復帰の
諸問題を一日も早く解決されたいものであ
る︒と同時に国民も深い理解と関心を以て
観光や慰霊にも慎重の態度で臨むは勿論︑

一

東 山 神
〃〃〃奈〃〃〃
京 形 川

一杯である︒

応分のまことを捧ぐべきではあ一るまい
か︒お恥しいことながら再度の慰霊渡航
の際︑編集子は不足になやむ一助にもと
些少ではあるが書物を学校に持参した︒
飯井さんの一体慨には及びもないが︒
沖細海友会員の心批る慰誰には小禄に
眠る次兄大田実も定めし感涙に咽んでい
ようし︑編集子も今なお感謝の心で胸が

︑丘峨蜘耳唖翁上毎＆睡妙恥司けＲ卑唖Ｒ４ゲｎＡけ典ヨヴ武心が宮凸苧食昂夢込今ザ

農村の各位には田植︑麦刈︑薯さし︑
葉煙草等で日夜ご苦労様です︒
くろをぬりしろかきをへて五反の田
やからこぞりて早苗植ゑたり

凸守″４吋〃４Ｖが邑守〃用い〃いざ〃恥日妙偽ｒ

弘道売価一冊金四十円

＆寸毎吐憩

昭和四十一年五月二十五日印刷

昭和四十一年六月一日発行
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