２ ００２ 年５ 月︑ 長野

とし て沖縄 につ いて 考え

信 州沖縄 塾で は毎 年塾
生総 会を開 いて ︑活 動報

した︒

んの 自宅に 泊ま りに きま

人︑ 上田市 にあ る伊 波さ

の与勝高校の生徒が３

平和 集会に 参加 した 沖縄

の沖 縄に対 して 何か でき

はで きない ︒信 州か ら今

張ら ないと 感じ とる こと

戦争 の足音 も︑ よほ ど頑

は︑ 基地問 題に つい ても

﹁ 沖縄か ら遠 い信 州で

に基 いて︑ 運営 会議 で検

ては ︑塾生 の自 主的 参加

ツア ー等の 企画 案に つい

会︑ 講座︑ 交流 会︑ 沖縄

沖 縄塾が 主催 する 講演

告︑ 決算報 告︑ 企画 提案

帰 る日の 朝︑ みん なで
ない か﹂︒ もっ と沖 縄に
討します︒

てきたつも りでした︒

朝食 をとっ てい ると ︑１
つい て考え ︑も っと 勉強

市で 開かれ た全 国高 校生

人の 生徒が ﹁伊 波先 生︑
し︑ 沖縄か ら遠 い長 野の

沖縄についての﹁勉

を行ってい ます︒

長野 の風に は音 があ る︒

文化 の紹介 や体 験に も力

強﹂ だけで なく ︑沖 縄の

に︑ ２００ ４年 ８月 ４日

をいれてい ます︒

人た ちの意 見を 聞く ため

ジェ ット機 の金 属音 がす
に︑ 信州沖 縄塾 を設 立し

私た ちは朝 目が 覚め ると

るの に︑長 野は 葉ず れの

が実 現 し︑ ２ ００ ９ 年

沖 縄と信 州の 文化 交流

ました︒
沖 縄の現 状と 歴史 ︑文

音が 聞こえ る﹂ と言 いま
した︒

日 に 信州 沖 縄塾 の 開

れました︒

月
日国 際 反戦 デ ーの そ の

会﹂ を 立ち 上 げて ︑

縄 問題 に 、 無 関 心で い て 欲 しく な い の だ 。少 し で も 目を 見 開
に︑ 沖縄の 問題 に直 接参

講師を招くことを中心

野県 内から ４３ ００ 人以

日︑ 信濃毎 日新 聞に ︑長

告掲載を成功させまし

上の 署名を 集め た意 見広

こ のよう に︑ 沖縄 から

って、あなたたちと同じ中学生たちが毎日苦しめられている沖
加す る場を 提供 して いま
す︒

た︒

焔のなかの母と子

﹁戦火のなかの子どもたち﹂ より

１９７３年

北安曇郡松川村にある安曇野ちひろ美術

館は︑今年の春︑沖縄でいわさきちひろ展

を開いた︒この展示は︑沖縄の現地の人々

の﹁ちひろ展を開いてほしい﹂という強い

要望により︑実現したものだ︒展示された

作品は︑ベトナム戦争を主題とした絵本

﹃戦火のなかの子どもたち﹄など１２１点

から構成されていた︒

﹃戦火のなかの子どもたち﹄の絵には︑

戦争の生んだ悲劇がリアルに描かれてい

る︒当時︑ちひろはラジオから流れてきた

﹁さとうきび畑﹂を口ずさみながら絵を描

いていた︒沖縄戦をテーマにしたこの曲と

地上戦の地へ

ちひろの想い

伊波敏男
信州沖縄塾塾長
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を行っている。

月

塾５ 周年記 念公 演﹁ 琉球

き、心を寄せて考えてみよう！
現在、県内の小中学校をはじめ、各地で講演会

化に ついて 学び ︑学 んだ
こと を糧に して 信州 とこ

い。沖縄は長野県からは、はるか離れた地にある。だからとい
2004年8月 長野県で信州沖縄塾を主宰し、塾長
となる。

伊 波さん はそ の言 葉を
聞い てショ ック を受 けま

の芸能・伝え継ぐ力﹂

今 年９月 ﹁沖 縄に 新基

退職後、執筆活動に専念。

地を作らせない県民の

95年

の国 を検証 し︑ それ ぞれ

縄から飛び立っていることを知っている。そして、65年前の沖
東京コロニー・ゼンコロ常務理事就任

した ︒沖縄 出身 の伊 波さ

をしているアメリカ兵や戦闘機が、自分たちが暮らしている沖
93年

が︑ 長野市 の勤 労者 女性

いなー。沖縄の中学生たちは、アフガニスタンやイラクで戦争
中央労働学院卒業
ロニーに就職。

の立 場で行 動す るこ とが

ころが、それだけはない沖縄があることも、ぜひ、知って欲し
社会福祉法人東京コ

岡山県立邑久高等学校新良田教室を卒業。

69年

年以

思い浮かべるのだろうか？青い海、青い空、温暖な島……。と
66年

ん︑ 故 郷を 離 れて

祖 父母 た ち か ら 聞い て い る 。長 野 県 に は アメ リ カ 軍 基地 が な
自らの半生を描いた、「花に逢はん」が
沖縄タイムス出版文化賞受賞。
97年

ベトナム戦争を重ねて描いたのだろう︒こ

れらの絵には︑﹁戦争﹂とは何なのかを深

く考えさせられる︒

今回の展示にはかなりの準備が必要だっ

たと安曇野ちひろ美術館職員の松方路子さ

んは話す︒通常︑絵は美術品専用トラック

で現地へ運ぶが︑今回の展示会場である︑

那覇市の沖縄県立美術館まではかなりの距

離があるため︑飛行機で運んだ︒飛行機で

運ぶと︑温度や湿度が急激に変化し︑作品

が傷む恐れがあるため︑作品は厳重に梱包

された︒このようにして運ばれた絵には︑

﹁いつまでも平和な世の中であってほし

い﹂﹁平和ってなんだろう︑と考えさせら

れた﹂などの︑若い人から多くの感想が寄

せられた︒

現在︑沖縄戦を知らない人が多くなって

いる中で︑来場者にとって︑今回の展示は

平和について改めて考える場ともなったの

では︑と松方さんは語っている︒スタッフ

も考えさせられたちひろ展︒しかし︑反省

点も多かったという︒

今回の来場者数は約１万８０００人︒こ

れはこの美術館で行われた美術展では最高

人数だが︑松方さんは﹁準備がギリギリに

なってしまい︑ポスターなどでの事前の宣

伝が不足した結果︑来場者数が思ったより

も伸びなかった︒もっとはやくから広報に

とりかかればよかったと思っている﹂と語

る︒館外におけるこの企画は︑開いたこと

がない所︑しばらく開いていない所を選ん

で計画されている︒次に沖縄で開かれるの

は未定だ︒しかし︑今回の来場者には平和

年

を訴える気持ちが伝わったのではないだろ

うか︒

｣

﹁世界中の子どもみんなに平和と

しあわせを

1
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縄で、４人に１人が戦争で命を奪われた戦争の悲劇を、自分の
21

君たちは、沖縄という地名を耳にすると、どのようなことを
進学のため広島へ逃亡。
60年

会館 ﹁しな のき ﹂で 開か

される。

31

目標です︒

伊波 敏男さん

長野県の中学生諸君へ！
沖縄愛楽園に隔離収容
ハンセン病発病
57年

沖縄県南大東島で生まれる。
1943年

10
【いは・としお】

40

上経 ちます が︑ ﹁原 点﹂

作家・
信州沖縄塾塾長

( 10 )
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新
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２０１０年１２月８日（水）

