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情報交差点・心と心の交わり

あじま～

大宜味村教育委員会
電話４４－３００６
FAX ４４ー３０２９

子どもたちの安全を願って・・・
今年は帽子のお守りでした。

愛情いっぱいのお守りを持って
みんなで記念撮影♪

手作りお守りのプレゼント
宮城松子さん（塩屋）
新学期を迎え、新たな出発をした塩屋小の全校児童と先生全員に、このほど塩屋に住む宮城
松子さんが手作りのお守りを贈りました。
松子さんは毎年、児童のためにお守りを作っており、ゴーヤやエイサーの太鼓など様々なか
たちのお守りを作っており、今年は帽子の形をしたお守りです。今年は帽子の形をしたもので、
ペットボトルのふたを利用して作られたお守りの中にはアルミホイルに包まれた塩が入ってい
ます。
ひとつひとつ思いをこめて作ったお守りの贈り物は今年で 12 年目となります。4 月 25 日で
88 歳になる松子さんは「元気な限り、この活動を続けていきたい」と語ってくれました。
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学校だより
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このコーナーでは各学校で行われたイベントなどをご紹介します。

新たなベースで心機一転

～大宜味中野球部の保護者らが設置作業～
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ドラゴンボートで安全祈願
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～塩屋小学校新入生～

生８名と保護者、新しく塩屋小に仲間入りした先生

グラウンドで古くなった４つのベースの取り替え作業を行い

方が安全祈願と新たな門出を祝ってドラゴンボート

ました。設置作業は大宜味中野球部員 10 名と父兄６名のほか、

で塩屋湾めぐりを行いました。

大宜味中学校野球部 OB６名が参加。

赤いボートの女子チーム

４月８日（金）、入学式終了後、塩屋小学校新入

大宜味中学校野球部員とその父兄らが４月３日、大宜味中

学校だより

風もなく気持のよい青空の中、男子と女子に分か

約８年前に取り替えられたベースは、日々の練習や試合な

れた２艘の船が元気に出向しました。はじめはのん

どで傷んで剥がれている箇所もあり、以前から怪我が懸念さ

びり塩屋湾を遊覧していたはずが途中で競漕を始め

れていました。

るなど終始笑いに包まれた船出となりました。

青いボートの男子チーム

参加者らは夏のような暑さの中、笑顔で会話を交わしなが
ら、新しいベースの設置作業に汗を流しました。
４月は新入部員を迎え、新チームとして動き出していきます。
野球部顧問の上間寿樹さんは、「年度が代わりベースも新し
くなったので、心機一転頑張りたい。楽しく野球ができるの
突然始まるボートレース…

は地域と保護者あってのもの」と感謝しました。

交通安全の誓い

～津波小交通少年団入団式～

応援も大いに盛り上がりました !!

ピカピカの１年生をピカピカの机とイスで歓迎～塩屋小学校～

４月 15 日（金）、津波小学校で 33 回目となる交通
少年団入団式が行われ、新入生５名が入団しました。

入学式を控えた４月３日、ピカピカの新１年生をピカピカの机

体をきたえ心をみがきよい子になること、進んで交

とイスで迎えようと、新入生の父母と関係者らが集まり、古くなっ

通の決まりを守ること、みんなに交通安全を呼びか

た机とイスの改修作業を行いました。

けることを団員全員で元気に誓いました。

父母らは、使い込まれた机とイスのさび
を落とし、塗料を塗り、仕上げにニスを塗っ
て予備を含めた９組の机とイスを完成させ

右、左、右をよくみて
車がとまるのを確認してから
手をあげて横断歩道を渡ります

けんちゃんと一緒に
交通ルールを学びます。

入団式後は交通安全指導が行われ、

同校卒業生の新城賢達さんが制作したものに取り替えました。巣立った
母校への恩返しとして、同校卒業の役場職員で組織するキッキビ会（会

１、２年生は婦警さんやお兄さん、け

長：島袋一道）も協力し、材料費などを

んちゃんと一緒に道路や駐車場では遊

提供しました。

ばないこと、道路に出るときは絶対に

作業に参加した大嶺松太（しょうた）

飛び出さないことを約束しました。

さんは「子どもたちには、新しい机とイ

また、実際に外に出て正しい信号の渡

スで勉強に励んでもらいたい。自分たち

り方も体験しました。１年生の照屋希紗乃さんは「いっぱい勉強できてよかった。けんちゃんはおも

も交流を楽しみながら作業している」と

しろかった。」と話してくれました。

３

ました。机の天板は、同校で二人の子どもを卒業させた浅井大希さんと、

笑顔で話しました。
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塩屋小学校
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大宜味村立学校転入職員

教育委員会新メンバーのご紹介

今年度から新たに学校、幼稚園、教育委員会に加わる方々をご紹介します。
元気いっぱいの大宜味っ子に負けないパワーで、教育、行事などに挑んでくれることと思います。
新メンバーの大宜味村での活躍にご期待ください。

教育委員長

大宜味村教育委員会
事務主事

内間季恵

教諭

与那嶺和美

教頭

中山盛延

教育委員長に選任されました。

社会教育係長

図書館司書

山城尉江

教諭

※津波小学校は教頭先生の指導により
いろいろなアングルで撮影させていただきました。

島袋美紀

校長

今年度より池原弘昭さんが

宮城敦

指導主事

宮城達也

玉城節子

教育委員長というと少しお堅い

津波小学校

イメージがありますが、田嘉里
社会教育指導員

倉持有希

ようこそ大宜味村へ

学校教育係長

島袋経子

出身で趣味がガーデニングのと
ても気さくな方です。

喜如嘉小学校

大宜味中学校

教諭

比嘉園美

大宜味幼稚園

特別支援員
教諭

宮城静香

教諭

宮城恵子

教諭

北城圭太

養護教諭

瑞慶山涼子

大宜味小学校

中村毅

上地七子

よろしくお願い
いたします！！
非常勤

５

望月香織

教諭

宮城健

特別支援員 平良紗也加

教諭

山入端良子

教頭

照屋巧
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入学

塩屋小学校

入園
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おめでとう !!

大宜味小学校

４月７日に大宜味中学校、８日に村内４小学校、11 日に大宜味幼稚園の入学式・入園式が行われました。
元気いっぱいの幼稚園生 13 名、ピカピカのランドセルを背負ってにこにこな小学１年生 29 名、少したくましくなった中学１年生 25 名
が新たなスタートを切りました。
これから勉強や運動、部活など初めて経験することがたくさんあります。経験は大きな力となります。１日１日を大切に過ごし、頼も
しい大宜味っ子になってください。

大きな声でお返事
できたよ。

我那覇丞祐

真喜志耀

宮城妃奈野

宮城梨琉

宮城敏伍

真喜志侑

大嶺芹來

前原颯捺

男子４名

上級生のお姉さんから
の歓迎の言葉に
耳をかたむけます

女子４名

平良琉翔

松田鈴

上地涼

平良音雄

山川ひまり

大城愛羅

神里美海

照屋瑠音

金城一美

金城まひろ

平良明日香
男子２名

女子９名

みんなドキドキ…
やさしい先生と一緒でうれしいな♪

津波小学校

喜如嘉小学校

今年も元気な１年生が
入ってきたぞ

早く教室行きたいな…
みんなの前でドキドキの自己紹介
仲宗根邑斗

山城絵磨

金城篤紀

照屋希紗乃

島袋幸花音
男子２名

女子３名

たくさんの仲間ができて
わくわくの中学生

元気にお返事
できました！

新入生代表挨拶

上手に歌も歌えたよ♪

大宜味中学校

知念珠里亜

宮城天音

金城玲花

石川りりあ
男子２名

女子３名

大宜味幼稚園

平良明大
金城直也
辺土名朝蓮
上原真隆
吉本智稀
宮城大輔
我那覇匠哉

７

金城勇斗

宮城壱成
渡部遙
宮城浩太
前田和輝
金城琉椰
金城貴一

照屋咲月
山城香恵
平良琴音
金城実希
嵩原輝子
崎山美波里

高江洲未来
大城沙采
山城可鈴
前田ほのか
平良鈴
松田美佐紀

男子 13 名

女子 12 名

たいら まなと

おおしろ ゆうね

まえだ ふうか

かわむら なみ

みやぎ わかな

たかえす あい

てるや しゅうと

たまき きよな

たまき ゆい

かわかみ すず

たいら ゆな

しまぶくろ すずな

なかはら のあ

男子３名

女子 10 名
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踊っても
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新緑の塩屋湾を走ろう !

つられて踊っても

第 33 回

塩屋湾一周トリムマラソン

４月 17 日（日）、塩屋湾一周トリムマラソンが行われました。
前日の夜中には雷もあり、天候も心配されましたが、大会当日はマラソンには暑くもなく（走って

寝てても

いる人には若干暑い？）雨も降らずと絶好のマラソン日和となりました。

初参戦 !!
泣いても

歩いても
選手宣誓

参加者１０９３名、全員完走しました !!
～村内表彰者～
個人トリム
３km １位
２位

チーム de トリム
宮城純太

３km １位

塩屋電気Ａチーム

塩屋小学校ミニバスケット部のみなさん

瑞慶山良光

自分のペースで

大会の裏では・・・

楽しく

全力疾走 !!

大会３日前、塩屋小学校の全児童と先生方が塩屋湾周辺のゴミ拾いをしました。前日には塩屋湾内
の婦人会と地域の方々により美化作業が行われました。これらの作業はトリムマラソンの参加者を気
持ちよく迎えたいと毎年行われているものです。塩屋婦人会会長の与那嶺照子さんは「走りたいと生
きこんでくる参加者ときれいなコースで迎えたい」と話してくれました。また、辺土名高校生も会場
内の作業を手伝ってくれました。多くの人たちの協力で今大会を無事に迎えられたことと思います。

仲良く

軽やかに

みなさまありがとうございました。

９
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お知らせ

わたしたちにできること・・・
きじょか～ズ

全国小学生ソフトテニス大会の派遣費を義援金に
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～平成 22 年度放課後わくわく教室～
校長先生手作りの修了証を手にハイチーズ

津波小学校で「わくわく教室！」が開催されました。

指導員の吉田春子さん、伊波ゆかりさん、松本広子

今年で４年目を迎えた喜如嘉クラブ！

お問い合わせ：０９０－２５０９－５４９１（島）

新たな指導員「山城仁さん」「前田智子さん」「金城暎芳

主催：白浜大好き会

さん」を迎え、６月より事業がスタートされました。

受付開始
手づくりキャンドル体験＆カヌー体験
ナイトウォーク
星空観察
三味線＆ギターライブ

学校の空き教室を利用して行われましたが、学習指導

１３：００～
１４：００～
２０：００～
２０：４５～
２１：００～

の他、書道体験、グランドを使ってのスポーツ等子ども

会費：大人（高校生以上）２,０００円、小人（中学生以下）１,０００円

達は元気に活動を行っておりました。

場所：大宜味村字白浜

また、指導員の提案により、様々なイベントが企画され、

日時：２０１１年６月４日（土）１３：００～２２：００

誕生日会、クリスマス会等が行われ、子供たちが自分た

手づくりキャンドル体験・カヌー体験・星空観察

ちで会の内容を考え、進行する等、楽しい催しとなりま

白浜ナイトキャンドル

した。

浜辺と緑のファンタジー

喜如嘉っ子わくわく教室
お世話になった皆様、一年間ありがとうございました。

開館時間：月曜日～金曜日（9:00 ～ 17:00）
※貸出はしていません。閲覧のみとさせていただきます。

さんの三名と、保護者によるボランティアの協力等も

先月、村史編纂室便りにてお知らせしましたが、旧庁舎（村史編纂室）の中に大山文庫がオープン
しました。ここに置いてある書籍の多くは喜如嘉出身の大山哲さん
から教育委員会に寄贈されたものです。大宜味村に関する書籍や沖
縄に関する書籍、戦争、芸能、方言など様々な種類の 3000 冊余り
の書籍が揃えてあります。旧庁舎内は木漏れ日が入り込み、趣もあっ
て居心地よい空間となっています。
お散歩がてらぜひ、お立ち寄りください。

あり、無事１年間を終える事が出来ました。

大山文庫オープン

参加した子ども達は、授業が終わると大きな「こん

で義援金にしたいと思います。

にちは」の挨拶で教室に入り、友達と相談しながら家

だいた方々と気持ちを一つにできるような形

庭学習等をし、クリスマスには楽しいパーティーが行

て、きじょか～ズとしてではなく、協力いた

われました♪

万円」を協力いただいた方々のお気持ちとし

時には怖く！時々優しい地域のお母さん「吉田春子

大会が中止となり、資金造成額の一部「１０

先生」いわく・・・「素直でお利口さん」な子供たち

きじょか～ズででしたが、このほどの震災で

は「また来年も参加したいです」と感想を述べていま

４／１まで）で千葉県への派遣を控えていた
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津波っ子わくわく教室
した。

全国小学生ソフトテニス大会（３／２９～

自分たちで計画したクリスマスパーティー
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今月の琉歌

琉歌に親しまれている村民のみなさま

教育委員会ではみなさまからの琉歌を募集しています。

あなたの作品をあじま～に載せてみませんか？

４４ー３００６

詳しくは大宜味村教育委員会（倉持）まで

電話

琉歌募集

２０１１年 （平成２３年） ５月１日

今月の生きもの

エリグロアジサシ（カモメ科）
毎年５月くらいに沖縄に渡ってきて岩礁などで繁殖します。
全身白っぽく、目から頭の後ろにかけて黒い線があるのが特徴
で「おさむらいさん」のように見えます。
辺土名高校の前の岩や塩屋大橋付近繁殖することがあります。
巣には近づかず、道沿いからこっそり眺めてみてください。

～編集後記～
今月号からあじま～担当になりました倉持有希です。 これまで以上に読みやすく、
楽しいあじま～になるように努めていきたいと思います。 よろしくお願いいたします 。
短い春も終り、 あっという間に夏が来ます。 体調管理に気をつけて元気に過ごしましょう♪

５月の行事予定表
２日（月）PTA 総会（大小・塩小・津小） 18 日（水）春の遠足（喜保）
３日（火）憲法記念日

20 日（金）４小 PTA プール清掃

４日（水）みどりの日

21 日（土）第 21 回やんばる駅伝（伊是名島）大会

５日（木）こどもの日

22 日（日）村野球大会

６日（金）春の遠足（四小）

24 日（火）村教委計画訪問（塩小）

８日（日）母の日

25 日（水）村学対家庭・地域教育部会

11 日（水）春の交通安全出発式

26 日（木）幼・小・中一斉授業参観日

13 日（金）春の遠足（塩保）

村 PTA 連合会総会

14 日（土）沖縄県植樹祭

29 日（日）村野球大会

15 日（日）家庭の日

31 日（火）村教委計画訪問（大中）
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