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石川友紀

(琉球大学名誉教授)

I はじめに

沖縄地理学会の機関誌『沖縄地理』第 16号 (2016

年発刊)で，向上のテーマにより (1) と名付けて，

沖縄移民に関する資料を提供した.その内容は『南

鵬』発刊の意義， w南鵬』創刊号・ 2号・ 3号の内

容の概観， w雄飛』発刊の意義， w雄飛』創刊号~

第44号(終刊)のうち，創刊号から第4号までの

主要な内容の考察を行った(石川 2016). 

『南鵬』は第二次世界大戦前 1924年(大正 13)

に沖縄県海外協会が発足し，その翌年に機関誌と

して発行されたもので，年刊として第 3号で終刊

号となっている.w雄飛』は戦後同上協会を引継ぎ，

1951年(昭和 26)にその機関誌として創刊号を発

行し， 1989年(平成元)の第 44号まで年刊として，

また特集号を含め 48冊を 38年間にわたり，沖縄

県の海外移民に関し，県内や海外在住の移民の方々

に多くの情報を届けてきた.

本稿では機関誌『雄飛』について，パックナンバー

の年次ごとに，続刊号のなかから(1)に続き，第

5号から第 14号までの内容を考察し，重要と思わ

れる県移民関係事象を取り上げ，移民研究の基礎

資料として提供したい.

n W雄飛』続刊号第 5号以降の主要な内容の考察

(W雄飛』第 1号~第4号は向上テーマ (1)に掲載)

『雄飛』第5号:1952年(昭和 27)7月 1日発行，

沖縄海外協会事務局，編集者宮平弘志，責任者知

念忠太郎，向春印刷株式会社(那覇市外安里 2区

7班)， 41頁.

巻頭言は宮平弘志の「移民促進調査団に期待す」

で，戦後の沖縄にとって移民問題がいかに重要事

項かで，つぎのようにブラジルへの調査団に対し，

派遣による促進解決を指摘している.

全住民の関心の的であり，且つ一日も早き実

現を切望してやまぬ移民問題の促進解決の為に，

今度調査団が派遣されるようになりましたこと

は，誠に喜びにたえないところであり，一行の

使命達成を祈ること又切なるものがあります.

母国日本に於いても講和候約発行を機とし，

伯固との聞に移民協定を締結すべく努力してい

るとのことであり，これと機を同じくして琉球

代表を伯国に派遣することは大量移民実現への

一大飛躍であろう.

入植地の獲得，渡航費の問題等解決を要する

多くの問題があるが， I話せば判るj のたとえ，

膝をまじえて話せば必ずや最良の打解方法が見

出されるものと確信する.要は具に沖縄の現状

を紹介し，実状をしらしめ，移民問題が如何に

沖縄にとって重大で、且つ可急的速かに解決を要

請されている問題であるかを，卒直に在外同胞

は勿論，相手国朝野に訴え，其の協力援助を要

請することである.期待は大きい.健闘を望ん

でやまない.

大宜味朝徳の「南洋群島と沖縄人」は第二次世

界大戦前日本の委任統治領であった南洋群島にお

いて，沖縄県出身移民のリーダーとして活躍した

著者の体験をまじえて人物中心に記述されている.

これをみると，県出身移民が多士済々であったこ

とが読み取れる.まず，その前書きより大正期か

ら昭和戦前期までの南洋群島の成り立ちと，同群

島における県出身移民の実態をみてみよう.
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南洋群島が日本の領有になったのは大正三年

の第一次欧州大戦の結果であった.即ち， 日本

海軍が同群島を占領するや9 トラック島に南洋

群島紡備隊百j令部を置いて単政を布いた守備隊

長が軍政庁長として民政事務も兼務していたが，

大正十一年に南洋群島防備令を廃止し，軍隊は

撤去されて南洋JTが出来た訳である a

南洋群島は日本領有実に三十年，叉沖縄移民

の最も多かった島として思ひ出は深い.南洋群

島の主たる産業は資本的には日本の事業家が小

耳っていたが，実際拓殖の仕事は陸の仕事も海

の事業も，一線に立っているのは沖縄人であっ

た同従って其の活動の分野も各方面に亙ってい

た(以上 14頁ト

そしてz 大宜味は「南洋群島領有三十4ド沖縄人

の足跡を回顧して兇ょうJとして，間群島のサイ

パン島・テニアン島・トラック島・ボナベ島・タ

サイ島・パラオ烏z この 6烏に居住し定着してい

た県出身移民の職業と，生活の実態を人脈中心に

触れている.以下，当時パスポートを必要とせず，

ハワイや南米諸国よ与は近い距離にあったl蒋洋群

烏における県移民の活躍ぶりを取号上げてみよう

{一部省略ト

サイパン島は陥“洋輿発株式会社の木祉の所在地

であったがB この烏は農場も又ガラパン哲了の磁

j古街も殆んど沖縄人でB 沖縄の延長と云った感

じであった.ガラパン世了の総代を現座間味村長

の松本忠範氏が推薦され町政が行はれていた，

最近まで検事をなし，現弁護士の安次寓長島氏

がサイパン刑務所長2 仲本興王氏が南洋日々新

聞社長，内。本守模氏が編集長と云うはなやかな

時代もあった.上地安イ傍，仲;;$:輿:iE，新里太郎

氏等県人会長として，私設領事の役を務めた人々

である.医師に松本米次郎，福本宗一也氏あi?，

十ゐ建界では比嘉敬栄組が南洋の関場組と云っすこ

やうな活路ぶ唱であった(以上 14頁). 

商工界では泡盛醗迭によ地安縛，大嶺厳彦，
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域開文義，鰹漁業では小橋)11亀吉，備瀬轡イ言，

桃原普勇2 玉城亀，仲兼久徳三，儀間祭浩氏

等が封筒り z 商業では大域信吉r， IE堅宗全，~域

政保，上原次郎氏等，又ポンタムテブ(チョウ)

の比嘉正吉，南ガラパンの平良蒲一氏等織んで

あった.今安謝滋で活躍している仲嶺奨 A対は

サイパン島で浦島丸を経営してテニアン，ロタ

島への巡航路を運営していた園

沖縄の設のやうな料亭の多いのもサイパンの

特色であったハワイのワイキキーにいた喜友

名嗣守氏の都，イ中地昌盛氏の高年喜楼，翁長武

輝氏の車[屋，諸事田ウタ子の美好楼，稲福カマ

ドの大福楼，前)11マサ子の新月 2 照屋寛治氏の

照の家9 野弔文~~の南海楼，内間安任氏の明

正楼，輿那嶺政弘氏の大阪家，封ヒ嘉長昌氏のニ

杉楼等，いやはや盛況であった(以上 14頁)

テニアン島では現統球新報取締役徳松安嶺氏

が県人会長又産業組合長としてゐ線にすーって活

動していた.徳村敏雄君が文Jr庶務課長，大浜

賢強氏が農場長，其の他大峰常英，保久村遺文，

見京:iEf色湧稲国民z 比嘉賀春，宮城摸松，松

田亀助，喜友名加那，岸本勇栄，岸本松盛，金

城加民金城栄保，上間安吉， 1が波池太郎，伊

芸幸亀，池原保盛等B 開拓人として一線に立っ

ていた圃テニアン島で特筆すべきは，琉球演劇

の最高峰である渡嘉敷守良氏が球楊庫と云う劇

場を永くこの烏で経営していたことである(以

上 15頁ト

トラック島は沖縄の鰹漁業者が独占したやう

な島であった.玉城松栄，源1可朝光，国吉朝助，

小嶺次郎9 仲村元百三喜屋武軽量五，石)11主是正，

祖母里方一，仲村渠孝徳，高嶺成率P 仲間余四郎，

古波蔵英治，渡嘉敷撰英s儀部慎二郎，伊覇虞牛，

大城三郎，東南風樽， }長古喜屋牛義B 西原徳助2

3i寄善治s 仲原壮一郎，名嘉喜盛等で，沖縄の

鰹漁業者は全部出かけたのではないかと息はし

める位であった.終戦後，沖縄の水産業界は之

等の人々が再登場した観である(以上 15ω16頁). 
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ポナペ島で活隠した人も多いー現キラタマー

ケットの経営者具志幸徳氏もポナベ島で修行し，

興発，南事百の誇負業者として今日の素地を築い

た人である姐尚ボナベ島には商業〔では)大湾

朝幸氏，仲村渠撲栄，曾平達雄，大域福二郎s

凶吉積喜，官皇栄蔵，上建請負では比嘉鉄栄，

松田繁男，松本末一，造船{で;立)宮平善徳，

製材{では)安毘積光，巡航路(では)宮ヤJ慎

喜，鰹漁業{では)伊礼福助等一線になっており E

現琉球政府移民課長の山間親栄氏も共の頃は同

島の南輿水産に関係していた{以上国頁). 

クサイ烏ではマーレムに恩納村山身の大城守

幸君が手広く商業，牧斎請負業をやっていた.

パラオ島は南洋庁の所在地であり，県人も多

士済々が捕って各}j面に街躍していた 戻師(で

l主)波平謙-大見謝恒雄a パラオ郵便・電信

主任(では)伊集朝英，海外研究所長大宜味朝徳S

F信洋新報記者安次富長光，鰹漁業{では)酉銘

順石，佐久)11紀重，桃原正吉，平専寿，金城善吉，

桃原敏夫，金城徳一郎，照康徳吉，本村義，慶

留間春生，高江普ffi1青11民普天間消服，野南千代

吉，上原孝正，者む原繁栄，嘉手納松金，内閲順太B

E喜屋武隆仁氏等でB 際漁業が断然盛んであった舗

セメント瓦{では)長山悦元，jll1ずし(では)

大城林栄，商業(では) l'中本三楽，平安名常~，

泡盛製造(では)玉城寿英，鉄工所(では)高

峰朝陸，金城珍務，知念仙 1 酒造(では)新

垣恒善，養豚業(では)大城古車s，新垣俊一B

現那覇署長(の)池原氏，首恩の宮王手光輝氏等9

1告洋庁の警務課に勤務していた.其外当時l有洋

群島の各産業会社に活躍した人々は今沖縄復興

の為めに奮闘しつ込ある人が多い(以上 16頁ト

宮平弘志氏の「過去の移民と今後の移民対策」

は6頁にもわたり沖縄県の移民史をコンパタトに

まとめたあと，送出体制として移住致策の立案及

び調査，教育，移住希望者への援助を述べ，受入

体制，実務機関にも触れている閉以下，その一部

を紹介してみよう，
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戦後暫く海外渡航が一切禁止されていたので

あるが，幸に一九四八年より呼寄移民が再開d

れ，一九五三年二月末日までにはアルゼンチン

を主体とL-，ブラジノレ，ベノレー等へ計一三四一

人がこれら諸国に在留する近親者の呼寄により

渡航したー各国の移民法が緩和される傾向にあ

る現在9 今後益々呼寄その他個人的に渡航する

者も璃加するであろう(以上 18頁ト

琉球政府に於いても移民課を新設し，政府の

政策のーっとして本格的にこの問題を取上げ，

行政主総も莱のメッセージの中に「南米各国に

対する呼寄移民の王手期解決を凶ると共にE 新た

なる観点に基く B 新移民地の調査研究も行い，

今後の移民発展に資するよう，予め備えて置く

方針であるj と述べているが，移民向体の将来

の幸福繁栄は勿論，受入固め発展1;:資し，ひい

ては人類文化への貢献ということを考えた場合，

移住地の各国からの調査研究は最ち大切なこと

である.

長IJち農業移民，鉱業，工業移民，商業移民の

灰分iとより，又は労働者移民，企業の移民l天分

により s 各国の国情に応じた送出の見透しを樹

立して，移民の量質等その特殊性に応じる促進

施策を考究することである.又民間団体に対す

る政府の協力援助の方法，あるひは移民思想、普

及のため，とるべき手段等も海外移住促進に関

する政府の重要方針のーっとして考究すべき必

要があると思う(以上:ゆ]!{ト

学窓を出た大殺に対しては，映画会，展覧会，

講習会等によって，新しい移住理念と海外事情

の認識を与え，吏に移住希望者の自習施設とし

て烹要都市に移民奨励館又は移民博物館の如き

ものを設立して，移住地に於ける風俗，習慣，

衛生s 産業，先人移住者の生活態様等に関する

写真，又は参考図書を備え付けることも必要で

あろう.移住希望者を集めて特別なる移民訓練

を行うことは，移民教育の完壌を期する上iこ最

も大切なこ左である(以上抄頁). 



石 川 友 紀

沖縄に於いては大豆十三年十一月に移民の母 民促進大会速記録Jである.すなわち， 1953年(昭

体として海外協会が設立され，各移住地には支

部が設置されてよく其の任を果し，移民事業促

進の為に活躍していたのであるが，この組織も

戦後移民の中止と共に中絶し，現在在外同胞は

復興期成会とか，救援会とかの名称の下に郷土

愛を結集して，郷土の復興に尽力致しておりま

す聞

一九四八年に住民の重要望に応えてz 現在の沖

縄海外協会が発足し，特に在内外同胞の連絡提

携を密にしs 目~.各移住国に支部を設置すべく

計画致しておりますがE その性質上からこの海

外協会支部が主体となち，受入機関を設立すれ

ば簡単にしかも効果的に運営出来るものと思う

{以上21頁ト

富平は最後に結論としてm 戦後 1950年代の米国

統治ド時代の沖縄の移民問題について，つぎのよ

うに主張している

以上各項ともに其の概論にすぎず，而も研究

すべき多くの余地を認めるけれどもB 移民が如

何に沖縄にとって切実なる死活問題であるかは

今更論ずるまでもない盟期]ち沖縄群島政府立案

の自立経済コヶ年計画によれば，溢i正包容人口

は沖縄の立地条件を基礎とし，各種産業の理想

的な産業構成を前提として，三七万五一凶O人

であるとされている.右の数字からすれば，沖

縄群島だけ勺も二十余;王子人を海外並に琉球列島

未開墾地に送出しなけれ1まいけないというとと

になる.琉球の経済自立確立上如何に移民問題

が重大で立つ急を重要する問題であるかがわかる

要は一日も早く主主の具体的対策を講じ，事業主

体たる機関の設置波みに強化充実が最も緊急事

-z'あろう{以上22頁ト

「雄飛』第7号:1告54年〈昭和2詰)4月 1日発行，

琉縁海外協会事務局，編集者宮平弘志，南織印刷

所(邪覇市美栄締罰If)， 33頁.

第7号は全頁琉球海外協会事務局がまとめた「移

和28)12月5日那覇市サンゴ康において，琉球海

外協会主催であるが，以下の 27団体の共同主催の

形でz 全幸先王まを網羅した全県民的な移民促進大会

が開催され， 4時間にも及ぶ熱気あふるる各界の声

明と決議が記録されている.

参加図体

琉球海外協合沖縄全地区市町村長会沖縄

育年連合会沖縄婦人連合会沖縄教職員曾

宇土曾福祉協議舎沖縄市町村議会議長舎琉球

農林水産協舎琉球農業協同組合連合曾琉球

水産迷合曾沖縄漁業組合連合曾箪用地土地

委員連合曾沖縄キリスト教曾インドネシヤ

協曾ベノレー協曾台湾引揚者協合 ブイリツ

ピン友の会 ブラジノレ協会南洋引揚者曾ア

ノレぜンチン協会 宵高郷友舎 八重山郷友重子

沖縄タイムス社琉球新報社疏球新開社沖

縄朝日新聞社琉球商工曾議所

「緩飛』第串号:1詰54年{昭事!l2自)6月 30日発行，

琉球海外協会事務局審編集者宮平弘志，南陽印刷

所{那覇市美栄橋町)， 42頁.

n絵の前に「ボリピア行農業移民送出記念号」

として木E去を特色づけている. 呂次のつぎに口絵

として「ポリピア移民地の状況j があ1)，琉球政

府のボリビア開拓農業移民の出発前の「うるま耕

地J と， リオグランデ河やサンタタノレス市など 6

繋の写真が掲載されB 当時の残り少ない貴重な移

民資料と言えよう.

巻頭言は琉球海外協会会長稲嶺一郎の「移民送

出にあたりで」で以下のとお哲である.

戦後八年七十七万住民が切喫してやまなかっ

た集団移民の送出が米国民政府の絶大なる御援

助のもとに，内外同胞の全力を結集してこ与に

実現することが出来ましたことは御問題量iこたえ

ません.沖縄における移民の必要性は今受論ず

るまでもなく，あらゆる総ての問題がこの移民問

題に帰着するのであって，これの解決なくして沖
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縄の復興はあり得ないと確信致してお哲ますa

我々の被先は事しゅうを以て万国の津梁とな

して9 東南アジアを品会:し，遠洋質易lと叢々し

い成果を収めs 近くは北潜米や南洋ブイ1):;1ピ

ン等々おいて優秀な拓土として，世界の経済発

展に大いに貢献し，地元の朝野から絶大なる信

用を得たのでありますa

今度の移民は戦後初めての集団移民であって，

その成否は沖縄の今後の移民事業に大きく影響

するものと思われますので，今度選ばれて壮途

につく人達の責任は重かっ大といわなければな

りません.我々の先輩が努力と忍耐によって打

織でた名誉をきずつけることなく，後iこ続く幾

万の後輩のこ kをおもって，健康，勤勉，誠実

をそツト…として，世界の経済発展のために大

いに活巌されんことを切望致します(以上 l頁)“

官平弘志の「移民の経線と将来JI立第二次世界

大戦前の沖縄県における海外移民史である.その

内容はー序言，二海外移民の経緯 1明治時代.2 

大半時代及び昭和の初期，二昭和の軍国主義時代

となっている 末尾に設として「本記事は近いう

ち出版の予定である単行本「新沖縄文化誌J中に

掲載される原稿の一部である」と記されている.

琉球海外協会事務局の「ボリピヤ移民実現まで

の接渉経過j は 1954年(昭和 29)琉球政府によ

るボリピアへの熱帯農業開拓としての計爾移民が

開始する 2年前にB 現地の県移民一世(戦前渡航)

からの要望として， 沖縄県海外協会事務局長とう

るま移住組合の代表者赤嶺亀との柱復の公文書が

掲載されている{詳細は原典会参照してほしい). 

小島悠三の「募集から送出までの感じあれこれJ

は見出しの「いざ行かん初の簿外雄飛j として，

l型54年邑月円臼に那覇港を出航し，ポヲピアに

向かった第 1次移民主と乗せたチシャダネ号(オラ

ンダ船)とB 開港での見送り風景の 5枚の写真も

添えられ，主義に貴重な移民資料と言えよう(石川

l型車邑). 

琉球政府の移民金庫の創設時の常務理事兼事務

局長翁長助静の「移民金療の使命」は， 1954年(昭

和29)ボリピア移民など海外への沖縄移民に渡航

者や定着資金会補助するための組織が発足した際

の趣旨説明である.以下，全文を紹介しよう

今春四月二六H付で移民金庫理事会が構成さ

れ，五月十一日から沖縄会館に仮事務所をおい

ての金庫事務が発足致しました.私は琉球政治

の第ー級的努力点は移民政策の的確な樹立とそ

の送埋出し事務の円滑な遼常にあ号と信じてい

ます.特に渡航希望者に旅費を工面してやると

言うことは喫緊の要事であ哲ます(以上30頁)

現在の琉球の住民生活には地についた安定は

ありません.どうやらこうやらやっているとの

段階にあるとみてい与のじゃないでしょうか.

然らぱ其の地についた安定はいづこに求むべき

か，各種生産事業の興隆策，荒ぶ地の開拓等内

的なものが種々考えられるのでありますが，そ

れに併行して基本的なものは海外に移民を送り

出して，人口の調節を図りつつ民族の大局的な

発展さを期するところに，震大努力点告と援くロ1き

であります.

当金療が政府出資金一千万円B アメリカ民政

府補助金一千九百二十万凡計二千九ぎ万円余

の資本金をもって発足した使命も，亦琉球の現

状主主に将来を適格(的確)に打診しての政策の

具現であり，比嘉政府の賞讃冬るべき一大着目

でありました然し，移民金庫の生命は資金の

今後の増加によってその伸縮が握られています.

幸に次年度増資も政府よりム百万円，アメ Pカ

民政府よりも本年度以上の補助が予想されてい

ますので，前途は楽観できると思っています.

この増資計爾を継続的に行い，三，四年内に一億

円の巨額に達することは移民金庫法によって確

立されています.この一億円。〉渡航資金も十全

のものとは言えません.更に三億へ五億へと増

資に増資を加えて始めて，移民送!十H土真に国策

的雄大性が付与され，一つの民族発展の政治的

重要使命を呆すと kもに，郷土沖縄の民主主安定
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図 1 移民金庫の広告

の基本ともなるのでありましょう.当移民金庫

のためだけではなく，オール沖縄永遠の発展向

上のために各方面の御力添えを待望してやみま

せん(以上 30頁). 

今回送り出した第一次ボリビヤ移民渡航費並

びに定着資金として一千六百万円は支出してあ

ります.今回送り出し事務に従事して感じたこ

とは，住民渡航熱は各町村織烈ですが，肝心の

旅費がなくて困っている実状であります.ボリ

ピヤ第一次計画移民も四千人の希望者から四百

人だけ選考するという窮屈なものでありました.

第二次は千人の送り出しですから，希望者もきっ

と五千人以上になることが予想されています.

この熱烈な渡航希望者に大幅の援助を与えて，

大量に送り出し，所期の目的を達し度いもので

す.この目的達成も資金援助の途を講ずること

が先決条件ですから，金庫の使命も重且つ大な

るものがあるわけで、あります(1954年 7月 28日，

以上 30・31頁). (役員・職員図 1参照)

『雄飛』第9号:三十周年記念式典記録， 1954年

(昭和 29)12月 10日発行，琉球海外協会事務局，

編集者宮平弘志，南陽印刷所(那覇市美栄橋町C

ノ17号)， 41頁.

巻頭言は海外協会創立三十周年記念大会執行委

員長稲嶺一郎の「挨拶のことば」である.以下，

重要と思われる文節を拾い出してみる.

顧みますと，海外協会は世界各地に雄飛され

ました吾同胞在外移民者各位の相互の提携と，

協力を緊密にし，親愛の感を温めますと共に，

一方では郷土在住同胞との物心両面に豆ります

結び付きを強くし，海外移民の促進と，優秀な

る移民を送出する目的をもちまして，内外の熱

烈な要望により，三十年前に創立されたのであ

ります.以来三十年に亘りまして，本協会は内

外の力強いご支援の下に，及ばずながらも琉球

海外移民の為，カを尽して努力して参りました

(以上 1頁). 

琉球から新しい生活を望んで海外に渡航され

ました海外移民及其子孫達の総数は，現在日本

在住者を含めて二十一万余に達しているのであ

ります.そして， 日本，満州1，台湾，フィリッ

ピン，南洋群島，樺太等に自由に渡航出来た時

代に海外在住琉球人が三十万以上に達したこと

があります.此数字は郷土在住の琉球人の約半
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ぼう

数に相当する属大なものでありまして，戦前移

民県と称されたのも突に理ある所であ号ます.

草花球に於きましでは海外移民とそ吾々の将来

の幸福と繁栄をかけました最初にして最後の，

そして最大の経済問題をになっているのであザ

まして，再々の運命はすべて，海外移民の成否

によって決定すると $[--0げでも，言い過ぎでは

ないと存じます(以ヒ 1-2nト

又海外移民は琉球の人口過剰から来る経済の

窮迫を和げまして，斉々の経済に豊かな発展の
もたら

可能性を粛す基本的な前提条件になるのであり

ますが，海外移民の琉球に粛す利益は決して経

済的な利益だけにとどまるものでもないと思う

のマあります閉海外に吾々の同胞を送りliIすこ

とによりましてs 吾々は吾々の郷土琉球とは比

較にならない広大な未知の世界に対する目を開

くことが出来たのであ哲ました.

終戦以来既に九年を経過致しましたが，吾琉

球もアメリカ合衆国の崇高な人類愛と行為と理

解に基く物心両面に亙哲ます絶大な御支援によ

哲まして，既に目覚ましい復興を遂げ，今日に

於きましては戦前を凌駕する洋々たる発展の可

能性が約束されるにきヨjりました。即ち移民送出

の援助費として菩々はアメリカ合衆国にト六万

弗告と支出して戴いたのでありまして，戦後始め

ての計1珂移民として四百名の同胞をボリピヤに

送9出すことが出来たのであります(以上2頁)“

宮平弘志の「記念式典素繊Jは，海外協会費目立

ニト周年記念大会が， 1954年 11月 13日午後 3時

那覇市の世界館で開会し，記念式典が遂行された

ことがコンパタトにまとめられている.その臨場

感あふれる式典の様子をいくつか取り上げてみる.

「予定通り三時かっきり開会の辞J

今迄いつも舞台裏での準備に忙殺され，かつ

て舞台に出たことのなかった私が司会者を勤め

るというので，無理して今日の日の為に背広を

新調し，其の照に着いたのであるが，新装の洋

服も面映く，然もギラギラ輝いている無数の限

に射すくめられ，いき〉か上り気味でびっしょ

り汗をかいていた 一民降り1I:んゼいた雨は又

降り出したらしい.会場は千数百名の人々で階

上階下ともに満員B 悪天候をおかして集まった

これらの人々の真剣な顔色にE 今!!!:ながら移民

問題の薫要性と一般の関心が伺がわれて，其の

衡に裁っている人々に責任の重大きを痛感させ

る(以上4頁ト

「執府委員長挨拶J

海外協会は大正ト二年内外の要望に応えて創

立されE 諸種の悶難を打破し，風雪に耐えて移

民問題の推進に全力を結集し9 よく共の成果を

お怠め，移民の母体としての役割安果してきた

のであります沖縄に於ける移民問題は唯たん

に，過去及び現在だけの問題でなく s 将来に繋

がる国策的な大事業で，茶の必要性は現在日一

日と加重されております海外協会は今後とも

に，在内外I司胞言普賢の御援助，御協力のもとに，

先輩の偉業をしのび，遺志を継いで移民問題推

進に最大の努力を払う決意であります‘

紛の般に白パラの胸章もあざやかに，稲嶺(一

郎)海外協会長があの重量感のある，一人一々

を説得するような頼母しい声で，移民問題に対

する要旨以とのような決意をすれば，場内は苦手j

れんばかりの拍手でこれに応え，新開社の写真

斑は階上，階下から感んに舞台上下に処せまし

とヨ飾られた花壇にブラッシュを浴せて，大会

気分は最高潮{以上4民ト

「功労者に対する感謝状贈皐j

関手平会館建設のためにハワイ，北米速く南米

までも廻られた故漢那憲和氏，創立当初よ理一

貫して海外協会の育成発展に尽された故又吉成

和氏s 永年理事長として実際事務に当った故111

塁景度氏，海外協会の産みの親である平良新助

氏，及び戦後の再建に尽力なされた志喜屋孝信，

松岡j攻保，平良辰雄，比嘉秀平の各氏に対して，

感謝状左記念品の贈呈を行い，深甚なる謝意を

円。4 
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表した圃

特にz 平良新助氏が北米より帰省されていて，

この靖れの式典にお迎えすることの出来たこと

は，最も喜ばしいことであった.古文又吉康和氏

が「雄Jl苦j の創刊号に，創tL当持の思い出とし

て「大iE十三〈年に北米のインベヲアパーローか

ら平良新助氏が帰省されて私を訪ね，海外協会

設立に関し相談をされた.平良さんの熱誠は文

字通り寝食を忘れて論よ与実行だと B 早速具体

的運動を開始され，丸二ヶ月の日数を要して有

力者を個人個人訪問して説得した その費用は

全部王v-良さんが支弁した.Jと述べておられるが，

']7.良新助氏もこの式典に務み，感慨ひとしおの

ものがあったであろう 氏の御健康を折ってや

まない〔以上4-5頁ト

「宣言文の採択j

-移民金庫の拡充強化，二恒久的な移民訓練

所の設置，三移民の保護等の実践を米国民政府

及び琉球政府に要請すると共に，海外協会は今

後とも移民事業の推進iこ総力を結集して，その

一大発展を期せんとするものである.

平田(忠義}副会長の力強い戸がマイクを流

れて場内瞬々にまで行きわたる.降事出した雨

の音をはぢき返す拍手の嵐のなかで，原案通り

をEまちにこれを決定.

「祝辞J

行政主席，立法院議長，上訴裁判所首席'i'l1京

市町村長会長，那覇市長，帰朝者代表，婦連会

長等の移植民事業の発展ム海外協会の将来安

祝う鄭重なる祝辞があり，続いて内外より寄せ

られた三十七通の祝電を理事比嘉一雄氏が披露

に及ぶ.

「当選標言害発表j

ニ f周年記念事業のーっとして行われた移民

標語の募集は，十月二十二日に開始，十一月十

日で締切，茶の間応募定員が一一一名，応募の

点数，ニ二六点の度数に遼し，募集期間の怒かっ

た割に大なる成果を上げることが出来た嗣執行

委員会に於て厳iEに厳iEを重ねた審査の結巣，

入選者の結巣を見たのであるが，特に付記した

いことは応募者の七害iから八割までの多数が，

高等学校生の若い世代によって占められていた

ことである.彼等若い人々の移民問題に脊せた

深い関心を裏切り度くないものである陪

席，二等一席，三等二席の受賞者に対し，王手出

副会長より賞金の授与が行われ，式典の幕を閉

じた.

引続き，沖縄タイムス社常務，海外協会理事

の豊平良顕氏の「新聞人の見た移民問題J と越

する講演及び f起ちとる琉球Jの映画会を行い，

当日の行事を終了したのである.今年度の一大

事業として年度始めから計画し，十月二十一日

の理事会に於いて決定した三十周年記念行事開

催要項(省略)を記し，この素描を終り度い{以

1-. 5 :t'(ト

『雄飛』第 10号:海外協会三十年沿革史，時代の

先駆者嘗山久-----~伝一沖縄現代史の一節一. 1盟55年

(昭和 30)6月 20日発行，琉球海外協会事務局，

編集人宮平弘志南綴印刷合資会社(那弱市尖栄

橋留の.81頁.

口絵は戦後の海外協会の歴代会長として，初代

会長松岡政保，一代会長平良辰雄，三代目の現会

長稲嶺一郎氏の顔写真が掲載されている つぎに，

「海外協会三十年沿革氏Jの目次があ 19，疏球海外

協会会長稲嶺一虫11の「まえかき』が 1型55年{昭和

30) 5月20日付けでつづき，以下のように同協会

30年の歴史に触れs本 10号の内容を紹介している.

海外協会が大五十三年に創立されてからもう

三十年になる.その間，幾多の苦難に遭遇しな

がらもよく堪えて，創立三十周年記念の式典を

挙行するまでに到ったことはB 実iこ創立以来絶

えず注がれてきた内外同胞各位の御支援の賜物

である.思えば，吾々が生れ育ってきた郷土は

普から幾多の苦難に堪え，錬えられてきた過去
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をもっており，永舎にわたるこの苦難の援史は

古来週政治， A学z 絵臨，建築，歌謡，その他

多くの面に数多くすぐれた史実を生み出し，諮

りをもって伝えられてきたのである.

戦争による破壊は輝やかしい史実をもっ南島

兵:化のすべてを跡形もなく滅尽させたが，廃きょ

の鱗に今再び新しい文化を築かんものと，日夜

務めているぎが沖縄は，ょうやく全世界から関

心の限を向けられつ〉ある.孤島沓に瞬ぐ吾が

郷土がふるくから海外雄飛，海外移民を唱え，

移民送出に努めてきたことも，郷土がもってい

る宿命的な上地の狭種差さ，人口過剰，そこから

生じる精神的議圧感，生活苦等から必然的に発

生したものであ号， r移民の父Jr時代の先駆者J

として広く知られている当 1I1久三氏の生援のs

やはりこの苦難の歴史のー廷であろう.

i海外協会三十年史沿革J主主びに[当111久三伝J

はか与る観点から郷土の一部を示すものとして，

又失われた記録s 文献類再保存の中継役たらし

めんとの目的で編纂されたものである.た f蕊

lこ御言京解を得なければならないのは，絶望に近

い穂の資料蒐集襲撃のためB 内容が昔|‘留に反して

著しく粗末となり，多くの不満があるととであ

るー切に大方の御諒恕を乞う次第である.最後

にこれを踏台として後日，よ層一層内容を充実

せしめ，纏まった沿革史の現われん事を希むも

のである.

「雄飛』第 11号:1宮55年〔昭和30)12月5日発行，

琉球海外協会事務局，編集者宮平弘志，印刷所新

}志社(訓I覇市 11区事班λ41頁.

巻頭言は海外協会事務局の「世界の来開発資源

開発に平和的参加をj のテー?で，沖縄の過剰人

口や失業問題を，すて地問題とも関連するので，そ

の解決策として海外移民を奨励し，世界の未開発

資源の開発に，平和的に乗り出そうと主張してい

る.

戦後小さい島々に閉じ込められた沖縄人に

とって，人口問題をどう処理するかはz 政治，

経済，社会各般にわたって重要な問題となって

いる E しかも，今後ますます累増の傾向にある

過剰人ロは，後H深刻な失業問題をひき起すで

あろうと予想されるが，これらの過剰人口を将

来いかに吸収していくか，ということが土地問

題とも絡み合って9 差し追った問題になってく

ると考えられしる.

何といっても，乏しい沖縄の資源開発あるい

は雇傭言語の施策だけではおのづから限度がある

ことを認めないわけにはいかないであろうし，

海外移民の奨励こそは海洋の孤島沖縄にとって

実に肝要な部門だといわなければならない.そ

のためには，世界諸国との経済協力は勿論のこ

と，世界中どこでも来湖発資源の開発に平和的

に参加出来る機会をとらえるよう努力を続けな

くてはならない，

本誌が発行された 1950年代後半は，戦後の復興

とともに沖縄において， I宮崎年{昭和 23)の海外

移民の開始以降全島的に移民問題に関心が集まり，

南米のブラジんやアノレぜンチン，ボ日ピアへの移

民送り出しがさかんとなった. ゐ種の「移民ブームJ

がつづき， w雄飛』では南米諸国への移民の奨励記

事が多くみられるようになった.

冒頭の羽地点犬〔那緩磁業高校生〕の「人口問

題解決を移民に求めよう」は，沖縄で実施された「全

国高校弁論沖縄予選大会Jで 1伎に入選した発表

論文である.内容は当時の人口問題を実証的1::証

明し，沖縄から海外へ多くの移民を山すことを勧

めることを指摘している舗
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すが，それから三百五十年，勿論生産技術の発展，

文化の進歩と言う条件があったからであります

が，現在はその二倍以 hもの人口を擁している

のであ事ます これを人口密度の上から申しま

すと，実に四百四ト二人，人口が多いと言われ

る日本々上で三百三十六人，世界で最も人口密

度の高いベルギーでさえも二百八十三人であり

ます.此らと比較してわれわれがいかに狭い土

地で，窮屈に暮しているかお分かりになったこ

とと思いますが，加えて毎年一二万人近くもの人

口が増加し， -)1ム九年には九十万に遣すると

いうのであワますから，益々，土地i土狭くな事，

窮屈になって行くのは当然であります.今のう

ちに，この人口のはけ口を考慮しなければ，近

い将来においてきっと関難な大問題になるので

はないかと考えられるのであります(以1-.1頁ト

先程のやはり政府発表の統計によりますと，

一九五四年末の全琉耕地面積は四万一千百三十七

障f歩p 農家一戸当りの耕地面積は四反凶数であ哲

ます.J1.反百姓と一口に言いますが，それを下回

る極端な零細農が大部分で，これでは農家の経済

的余裕は望むべくもなく s 高温多雨と言う比較的

好条件に恵まれていてもs その生産実績が上らな

いのも無理はないのであ哲ます.このような状態

で，この過剰な人口をどのように活用するかを

考えないのでは，郷土の終済的発展は望めない

と，穀、は信じているものであります.

八十万の同胞が，生活をして行くために，あ

らゆる生産の拡充を図るべきでありますが，地

下資源に乏しく，大工業の怒り得る道は閉ざさ

れ9 土地はやせている上狭く，その上台風の被

害(これは，実に毎年一億円から一億五千万円

に上ります)が，この天災などによって農業も

頼れず，水産業も，又現在の所急速な進歩は望

めないのであります(以上 1-2頁ト

では，諸若，この年々増加の一途を辿る人口

を抱えて，一体どうすれば良いのだ.今にして

考慮する所がなければ，失業，職蓄と失うことで

ありますが，これも深刻な問題となりつつあち

ますし，ひいてはもろもろの犯罪の誘因となり，

きっと暗い結果を招くに至るでありましょう.

私は思うー絞りある土地に限りない人口の増

加，これを解決するには，生産の増強はもとよ

り大切マあるが，差当って移民を奨励するにし

かずと!われわれの血識の中には，くり舟をあ

やつって世界に雄飛した祖先の，勇敢な血が脈々

と流れておるのであります諸君，ここでもう

一度世界地図をひろげて見て下さい郷土は小

さいが，世界は大きく広い.若人の強健なる身

体と高い智能を十二分に活}討する土地を世界に

求め，世界経済の発展の A 翼安になうこともま

た，ヌド懐というべきではありませんか{以上2

頁ト

健民正良(琉球海外協会種事・アルゼンチン協

会々長)の『移民問題については」は南米移民体

験者の実に具体的な移民政策に溺ずる琉球政府へ

の提言である.

戦後はじめて集凶計画移民として，昨年ボリ

ビアに其の第一次回00名を送り出し，第二次

は現地事情のため待機の[1:むなきに至ったとは

ままえ，今後他のi省米諸国及び出方々面に対して

も明るい鰐光が見出されていることは全住民と

共に，事事ぴ此の上もないことでありまず.

又関係諸機関が着々強化充実せられ，官民の

関心が昂まって来たことは，戦前から全国でも

屈指の移民県として多数の移民を海外に送り，

菜の消長により県内経済合左右する状態にあり，

更に戦後必総ゆる事情が益々移民を必要とする

我が沖縄として，誠に御間援に存ずるものであ

静ます(以よ 11頁)

此の機会に於てlWP語、海外体験を有し，尚海外

で親戚友人，知人多数との繋りある一員として，

移民問題に対する常陸賓の抱負の一端を述べ，

関係各位の御参考に供し，御批判を仰ぎたく息

うものであ静ます.
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私は海外体験者と云っても在留期間が少く地

域職域が狭いものであ哲，広域にわたって移民

問題を充分に論じ得る柄ではなく，見聞外の事

や体験外の事に就ては，或いは当を火するとと

が多々あると思いますが，識者各位の遠慮ない

御批判により適当な是lEをなし，以て移植民事

業の完壁を期すことを望むのであります(以上

l1頁). 

先ず移民問題に就て考える場合は. (イ)移民

送出体制の整備及拡光強化. (世)移民地の適否

のト分なる調査選択. (ハ}移民の選考と編成，

(ニ)送出方法及送出前後の処置. (ホ)入植地

の経営に対する具体策. (へ)後続者の持続と新

地域の開発. (ト}移民教育の普及徹底.

其の他色々にあると思われるが，之号事の事柄

の適賓が移植民成果の消長を決定する重要なる

素因なることは，従来総ゆる移植地で繰返した

実例に照し，明らかであります(以上 11質上

『緩飛」第 12号:1開高年(昭和31)3月 1日

発行，琉球海外協会事務局，編集者宮乎弘志，印

刷所新光社(那覇市 11区盟組)， 32頁.

海外協会事務局の「巻頭にj は 1950年代後半の

琉球政府の 4 図的な移民政策がうかがわれる記述

であり興味潔い.

日本本土の松原移民やアマゾン移民のf7~でも

判るとおり 2 近年の移民送出，受入の動向は，

個人又は団体聞の契約に基いて行われ，国家は

側面的にこれを指導監督し，脊成しているのが

現状であり，琉球政府の計画移民と呼ばれてい

るボリピア農業移民もB うるま移住組合がポリ

ピア国政府に提出し，許可された受入計画によっ

て送f甘されている.

新春早々光洋水産のピノレマ出緑、や，英領ポノレ

ネオと松間貿易の言苦やB 沖縄建設協会のブラタ

ス島への海人草採集の話等と，明るいニュース

が伝えられているが，これもその一例である.

かようにして近来の移民の送出，受入れの動向

は変りつ与ある.ここに海外協会の存在価値も

うまれるし，海外協会の整備の急務なる所以も

こ〉にある

城閥番古(在伯沖縄協会会長)の「呼寄移民に

再検を要す」は，ブラジルにおける沖縄県出身移

民で戦前渡航した一散のリーダーがみた戦後移民

の受け入れ後の実態である.

近頃来伯した呼寄移民にその感想を開くと，

大半がブラジノレに来た事を後悔しているようだ.

海外に出た当時は誰でも懐郷病にとりつかれる

ものであるがB 管の移民の懐郷心と近頃来た人々

の懐心とは随分県っている.管の移民は郷単の

苦しい生活を向とさせ，自分も大成する決意を

持っていた.き苦闘の豊富な日常生活に満足して

働いたものだがB 近頃の移民の考え方は逆のよ

うだ.戦後の沖縄がアメリカ風に吹き巻くられ

て，道義が類廃したとは聞いているが，なげか

わしいものだと思うー

幸いi比の移民i立教義もなく，虚栄心の強い人

達だから問題にする必要はないが，この様な人

が多く来るのは好ましくないことだ.特に若い

女牲には折角大金を使って呼寄せた嫁さんと夫

婦生活も出来ず，別居しているのもある.彼女

等に言わしむればB 自分の美しさが台なしにな

るのが恐いらしい回七つ道具合使用し，一時間

も費して溶き上げた彼女等の皮!曹は実に続麓だ

という a 農園生活をやっている夫が何時までこ

の美しさを保ち得るかが問題である.夫婦が仲

良く働く意志のある婦人は大いに歓迎しでもよ

いが，ブラジノレlこ活賜する青年の色の黒さを問

題にする女は紳縄lこいた方がよいと思う{以上

17頁ト

呼寄せた子供が沖縄の生活は文化的で，食物

もブラジノレよりはぜいたくである.沖縄に婦へ

りたいというので困っている親もある.都会に

育った者程その傾向がある a 中には移民の使命

を体得した立派な人々も多いが，戦前の移民と

n
t
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は考え方が遣うようである.

要するに，海外に出る者は平和の戦土という

誇りを持ち，開拓精神に燃え，民族の世界的発

展を念頭において行動しs 如何なる困難如何な

る逆境に在っても，これを克服するだけの強い

意志の所有者でなくてはならない.

敗戦国民がやけくそになり，享楽主義，意IJ那

主義生活に甘んじるのは何処の国民も同じのよ

うだが，あの平和の島道徳の島が戦後荒れずさ

んでいると聞いて，悲哀を感せずにはいられな

い陸先祖を尊び，血縁の情愛の深い在伯同郷人

の父凡の悩みの稔チになっている a 然し，近頃

来た青年男女に葬はない.彼等を育んだ社会に

罪はある.我々が希望することは琉球政府が一

層移民教育に徹底的指導をしてもらいたい事で

ある(以上 17頁). 

「様飛i第 13号.1956年(昭和 31)6月10日発行，

琉球海外協会事務局，編集者宮平弘志，印刷所新

yf社(那覇市 11区盟組入 41頁.

山城林の「過剰人1Iと対策」 は，型頁iこもわたり

戦後のf沖縄における過剰人口の要因をあげ，その

対策を具体的に述べている 以下，その結論のみ

を記すことにする

琉球l立今次大戦の結巣，四万エーカー以上も

の土地合軍用地として接収されs 島内資本は約

六七%減少した，唯ですら人口ちょう密なこの

島に年々二万人もの人口が潜加しつつあるので

ある.この自然増加は資本の蓄積技術の進歩，

新領土の開発2 移民等を遥かに凌駕しつつある，

この基本的な琉球経済の現実を洞察しs その中

に人口過剰とぷう現ドの最も難治の病をいやす

方法を見出さねばならない.この方法は，今迄

の検討からして"義克受給調節以外にないとい

うことになる盟政府及び一般住民はこの人口政

策と綴済自立という積極的使命をになっている

のであり，この認識なくしては，琉球住民は永

久に国際社会のをつ食となり.r漂流の民J として，

諸国巡行の旅によらねばならないことになろう.

或は大量の失業者が衡に溢れ出ることになり，

彼等は無為と貧国のさ中にあって，勢い共産主

義の餌食にならんとは誰が保障出来よう.琉球

に民主々畿が「生き長らへるか長らへまいかJ

はいつにこの過剰人口対策の成功如何にあると

いえば過言であろうか(以と 12頁)

二長城美五郎の「海外移民事業への反省j は，郷

土沖縄が平和を希求する民族であるが，米軍統治

下の人口過剰を憂え，海外移民を促進すべきだと

主張しているがB 当時の琉球政府の移民政策の困

難さを訴えている.

孤島で生を享け，しかも戦争で傷め付けられ，

人一倍平和を求めてやまない人々には，イ主み良

い広大な土地を求めて雄飛したい夢を等しく

持っている.だが何処の固でも，おいそれとた

やすく移民を受入れようとする国は少ないので，

海外移民への途は，なお前途遼遠ゆずあるかの感

がする(以上 15頁ト

lj/，E球j攻府には，自主的な外交接渉権が与えら

れない為に，移民問題についても簿い処に手が

届きかねる状態におかれる場合がま〉あるのでz

移民促進の為の私設外交的な役割を演ずるにつ

いては，移民関係の民問団体としての海外協会

に負はされた使命が震かっ大である 殊に沖縄

は向然的な環境において，ユーラシア大陸と太

平洋の偉大なる自然のカによって弄ばれている

と共に，懸史的には日本と中国との中間にあっ

て，両面外交の苦難な途安辿って近代に至った

ことを人々は良く認識している.

今次大戦から派生した米国の軍事基地という

現実の姿lこ，あらゆる社会的な制約があるが，

国こに国籍の残存主義が日本にあるので，海外

移民事業についても，米国政府の援助によって

琉球政府が移民送出を実施してると同様に，日

本政府の言十幽“に便乗して移民送出することも当

然の権利として享受すべきであろう，幸なこと
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狩縄県海外協会機関誌『南綿H雄飛』の発刊・継続とその内容の考察(2)

には民間団体である海外協会には， 日本海外協

会連合会に直結できる可能性が充分にあるので，

移民への途も自とそこから開けなければならな

いa なお，海外協会を政府金表裏一体を為す外

郭団体として充分な活動をせしめる為には，政

府の移民事務の一部を海外協会へ委嘱すると共

に，立法措置による海外協会の事業活動が保証

容れるべきであろうと思う(以上 15-16頁). 

現手F.， r沖縄からの移民が開けているところは

南米諸国だけであるが，輸送船，渡航費などの

問題で主量的に制約があって，そこに陸絡がある

が，琉球移民百年の大計である移民問題を早期

に解決する為には，地理的に近距離にある南洋

群島，東南アジア諸国に求めることも考究され

ねばならない.そこへの移民についてi丸日本

政府との国交関係でまだ充分に開けていないが，

短期間で経済的にしかも量的に送出ができる処

であるので，その方面への移民i差出を促進する

為にも，琉球政府のみに責任を負はすことなく，

米国政府においてもその実現に尽力怠れるよう

にz 大いに与論を喚起する必要がある(以上 16

頁ト

1“綾織1第 14t}: 1詰56年〔昭和31)11月5日発行，

琉球海外協会事務局，編集者宮乎弘志，印制所新

光社領事覇市 11区詰組)， 3畠頁剛

本号は巻頭震も密次もなく，日本全体および沖

縄県に関する移民資料とみなされるものである

以下，民次構成として各項闘の論題と見出しを取

り上げてみる.

(1) 日本関童文府とボリグィア政府との間の移住

協定(前震きと，第 1条~第 l型条まであり)

(2)無縁故移民も請合う，在伯沖縄協会からの

朗報(前置きと書簡の内容)

(3)ブラジノレ移植民関係現行諸法規要領{①滋法B

③移植民に闘する法規，③移植民法，@移植地

創設に関する法規，③移布査民院関係法規，③そ

の他の関係法規)
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(4) rブラジルのドイツ人の動きj 山川輝男{資

金にー苦労，建設は機動的，優遇される技術者，

指導権にぎる共同組合，科学的経常の勝利)

。)政務審議会六億円の移民計画{前置きp 移

民受人態勢の確立，方策，渡航資金の獲得s 移

民教育の徹底化，輸送量の拡大)

(6) コチア呼寄青年移住者，現地での評判と要

議{前震きs ①選衡について希援する事項s ②

講衆訓練について，③支度品について)

(7)移住業務担当職員講習会に於ける質問とそ

の答弁{間と答方式)

{前日本の移民送出業務の現況

(型)海外ロユース(在ドミエユカ大使館の閉鎖，

エクアドノレの大統領選挙，ベノレーの大統領就任

式，ア国日本人所有の特許権及び商標権の返還，

ウルグアイ白鴎貿易制の施行，ブラジノレ首都移

転9 ブラジノレ紙類の値段あがる)

(10)昂進するブラジノレのインフレと政府の対策

〔前置き，スモッタ指令第一三一号，通貨及び

信用対策，公共部門，信用政策)

(11)ボワヴィア最近の経済事情

(12)サンパウロ州コーヒ一国雇用移住者の給与

標準

(13)荷づく P虎の巻

(14)全国各府県に住む沖縄人(本文，表の各府

県在住沖縄人人口調(1釘吾年7月 31日現在)

があり， 46都道府県に沖縄県人は様似し，そ

の合計は世帯数が 3万 0，062戸，人口は男性が

3}j3，65話人，女性が2Jj知%人で合計6Ji2，862 

人とある〕

(15)インドネシアを諮る(琉球新報社池宮城編

集局長の司会により編集局次長当銘由憲民，イ

ンドネシア協会長稲嶺一郎氏，同協会理事官平

秀昌氏，移民課長二五木芳雄氏等計 10人による

座談会の記事である)

(16) rブラジル紀行{続き)J御証金吾(世界三

大美絡の一つ，リオ・デ，ジャネイロ，ブラジ

ノレの電信・君主詩，長距離霞諦，君主報，テーニヨ

ムインタベナ{大変お気の毒に存じますす，一



石 川 友 紀

番甲くて確実なのは，自分が飛行機で行くこと，

不思議な日系人に会った話B 無料帰国運動}

本稿では最後に，沖縄県出身の移民関係資料と

して，戦後“世の青年を現地ブラジルの在伯沖縄

協会が保証人となり引き受けた事例から， (2)の

書簡の内容を全文掲載しB 参考に供する a

在伯沖縄協会から琉球政府山川社会局長あて

の十六日書簡によれば「ブラジル農業技術移民

の受入れに闘しては琉球政府の送向構想の通事

金面的に協力し，配置，就労を詩合う j と，~

の朗報がょせられているが，これが具体的に実

現すると従来の縁故呼寄移民だけでなく，約

二百ないし四百家放の無縁故呼脊移民が可能と

みられ，南米移民の飛躍が期待されている.

①青年開発隊の就労義務年限について，沖縄青

年連合会側から一二年特に更新してほしいとい

う希望であるが，当地の法規としては五年に

なっており，保ま正蓄には五年と記入しなけれ

ば入国の認証の許可が取れないE 着伯就労後，

題用者と相談できると思う.

②農業技術移民の受入れに関しでは，琉球政府

の送出し構想の通り全面的に協力し，配置就

労を請合ふ資格条件は可動者三名以上なら

申し分のない構想だと思う.義務は身元保読

書に書き入れたがz 送還ということも考感麟

いたい.滅多にないことと思うが，コチヤ単

独移民にその例があって，念のため書きそえ

る.

③就業条件はブラジルのと陸港より移民の配置

元保証書，予備質問者

④引受可能家族数についてはB 賛政府が送出し

可能だけ引受ける 当地では総領事と十分な

話合いの上，日本政府からの渡航費貸付で猪

名i呼寄を実施している.呼寄書類も二十i鼠ほ

ど送付済みで，政府移民課が琉球海外協会へ

連絡があると思う〔以上3-4頁). 

置 a おわりに

『雄飛』のパックナンバーを振り返ってみると，

戦後創刊号(第 l号)から第 44母まで4昨年間に

わたり， 1年に 1[<!)の発行のみならず， 2凶・ 3凶

も発刊している年次もある.後半とくに日本復帰

の 19721j三(昭和 47)以降は， ~r刊としての機関誌

として， 1 年i~ 1回の発行が義務付けられていたよ

うである.

本誌第 1品号ーでは「沖縄県海外協会機関紙『南蹴J

『雄飛』の発刊・継続とその内容の考察jと銘打って，

その(1)では戦前の海外協会機関『南鵬』の創刊

号(第 1号)から第3号までの日次とその内容を

紹介した調そして，戦後の問機関紙『雄飛』では，

全 44号のうち創刊号{第 1号)から第4号までの

主要な移民事象を取り上げた‘

本題名の (2) では， w雄飛』の継続号ーとして，

第 5号から第 14号までの海外移民記事を取り上げ

た.今後 (3) (4) と問題名での『雄飛』の内容の

考察をつづけ，移民の基磯資料を増やしていきた

いと考えている.

(受付加17年 2月 10日)

(受型車 2017年 6月 20日}

先にいたる輸送は童話料であるが，宿泊又l士通 文献

闘に要する費用は移民の負担としたい.荷物 石川友紀 (1986) ポジピア園口ロιアオキナワ移民的再

を沢山もってきて税関で商品と見られた場合 移住lこ関する実証的考察.沖縄地曜， 1， 53闇 64.

には，税金などの入貨があるので，送出決定 石川友紀 (2016):沖縄県海外協会機関紙『南鵬H雄飛』

の移民に対してはB 応募に記載された芸書類訟 の発刊書織絞とその内容の考重量 (1). i中縄地王弘 16，

z位協会に送付してもらいたい盟選考調書，身 107-122 
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