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えたという話が伝えられている︒収容

たかがハイスクール・ベースボールだ

あった時間でしょう﹂と言ったところ︑

および関連事業︶ が大きいのではない

ことから見れば︑第3次産業︵穀光粟

製造業︑大工場等の進出が見られた二

りない︒各種の割引等を利用すれば意

現在では海路での観光客は数えるに足

蔓児島から海路で来るといわれたが︑

外と格安で来ることができる︒

彼は﹁ワールドシリーズなら分かるが︑
かと思う︒

三日前はご遺体は先ず門中量に収め︑

3〜7年後︵各説あり︶ に運び出し︑

㍉
∫

は想像に難くない︒そこで夜間になる

ろ︑ヱと不審顔であった︒日本の高校

J
−

すなわち沖縄本島はサイパンの6・

私が沖縄勤務の内示を頂いた時︑皆

︶

所生活は物資の不足に悩まされたこと

と米軍の地域に﹁出撃﹂して各種の品

﹁島﹂の概念について︑

から言われたことに﹁ハブに気をつけ

子嚢に収めて門中墓に葬る手順が踏ま

油滑を泡盛で洗い清めた後︵洗骨︶厨

沖縄のハブ

ろ﹂があった︒朝起きて︑半長靴を履

れている︶

れたといわれる︒︵現在は火葬が行わ

沖縄の宗教は︑古来の神道の形を色

と﹂︑﹁ハブは人間の体温に反応するか

き︑女性を道路の中央側を歩かせるよ

時︑男性は必ず道端の草に近い方を歩

︵？︶習俗︵？︶として存在する︒自

また︑栗林兵団が戦闘した硫黄島は

な陣地防御戦隣である︒

よく島喚作戦という区分で一緒にす

く時は﹁中にハブが入り込んでいない

5倍︑グアムの2・2倍の面積である︒

の防御戦闘は︑米側が随時艦砲射撃の

ることがあるが︑沖縄本島の首里地区

大東亜戦争における南方地域の諸戦
戦闘と言う向きがあるが︑それは余り

支援を得られた特異性はあるが︑明確

に思われる︒

闘を一括して南方島晩における対上陸
に包括的であり︑概念的に過ぎるよう

か必ず逆さにして振ってから履くこ

沖縄に来訪した陸幕勤務者が︑﹁半
沖縄の伊江島より小さい︒しかし︑配

日ほど余裕が出来たので︑この際米軍

の北部の訓練場をちょっと見ていきた

置兵力は︑硫黄島︑約2万名︵戦闘期

ら ︑ ス カ ー ト を 着 用 し た 奥 さ ん と 歩 く 濃く残している﹁沖縄神道﹂が信仰

いので︑車両を出してもらえるか﹂と

然崇拝的な要素があり︑海の向こうの

簡単なようだが︑訓練場は米軍の管

防御する地積と配備している兵力との

間3日︶である︒戦闘結果を見る場合︑

間40日︶で︑伊江島︑約千名︵戦隊期

の駐車場で1mを越える大きなハブが

ことはなかったが︑隣接する空自地域

幸いなことに私は︑ハブに遭遇した

うにすること﹂等と︑散々脅かされた︒

念が篤い︒

水の神を祀る拝所があり︑祖先崇拝の

ら昇る太陽舜レ︑部落には火の神︑

こライカナイに神の存在を感じ︑東か

依頼してきたことがある︒

理下で︑立ち入りには米軍との調整が

バランスを考慮する必要がある︒

路上約80加︑高速道路は途中までしか

これらの諸条件をネグレクトして戦

の濃密部に住む﹁姫ハブ﹂だったのか

要するのは国際通りの裏の赤いネオン

捕獲されたことがあった︒より注意を

崇原寺の遺構もあるが︑﹁お寺﹂の数

王宮近くに円覚寺を建立し︑市内には

中世︑琉球の尚王家は仏教を信仰し︑

必要であり︑那覇から北部訓練場まで

ない︒そのため半日での視察は無理だ

いように思われ︑残念である︒

は多くないように見受ける︒戦後キリ

スト教も布教に努力し︑教会も多いが︑

も知れない︒

一般の信仰心を刺激したようには感じ

闘教令の変化のみに言及する批評が多

﹁沖縄は大きいのだな﹂と改めてつぶ
沖縄の方言
日本には各地に方言があるが︑その

質素なものであり︑内地の寺院︑仏壇

各家庭には仏壇はあるが︑その形は

流れが今でも大切にされている︒

られない︒古来のいわゆる沖縄神道の

形がある︒4月の清明祭には墓地の前

淫が日に入ってくる︒これらは門中
墓といわれ︑亀甲墓と破風墓の二つの

沖縄の道路を走っていると︑大きな

沖縄の宗教と門中量

としてお断りしたことがある︒彼は

やいた︒そこで﹁島﹂と言うと︑どれ
が次表である︒

中でも分かりにくい言葉として﹁津軽
がある︒現在の若い人たちの沖縄弁は

庭に一族︵門中︶が集まり︑祖先のお

弁﹂﹁鹿児島弁﹂と並んで﹁沖縄弁﹂
随分と柔らかい言葉になっているが︑

である︒この言葉の差は沖縄戦の間で

チ︶はヤマトの我々には全く理解不能

遺骨が納められており︑糸満にある沖

われる︒この種の墓には祖先代々のご

祭り﹁清明祭﹂として盛大な宴会が行

も板状のもので︑内地とは異なる︒

簡素なものが多い︒仏壇に供える線香

い︒御位牌も︑名札と見まがうような

年配の方の生粋の沖縄弁︵ウチナーグ

店で見るような絢爛豪華なものではな

は敵国語・外国語と間違われ︑スパイ

が納められているという︒

縄最大の門中墓には︑5千余のご遺骨

1
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5
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の疑いをもたれたという︒ぐ現在でも民
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放のラジオでは﹁ウチナーロニュース﹂

の気風は内地より篤いと感じられる︒

お年寄りを大事にすること︑長老支配

また︑儒教的な観念も入っており︑
12撼

現在は変わっていると思われるが︑

8撼

18・4は
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位の大きさかを面積を比較してみたの
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が放送されている︒
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