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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

子どもたちの健やかな成長を願って・・・
おいしい島豆腐になぁれ♪
空高く元気に泳げ !!

鯉のぼり掲揚式
みんな大好き～♪

喜 如嘉

ＫＪＫ20 による野菜シスターズ
４月 22 日（金）、道の駅おおぎみにおいて鯉
のぼり掲揚式が開催されました。
この式は５月５日から始まる児童福祉週間の
運動の一環として行われたものです。
掲揚式の後、喜如嘉保育所、塩屋保育所、大
宜味幼稚園のこどもたちが可愛らしく、元気
いっぱいの踊りと歌を披露し、参加者たちの大
きな笑顔と拍手に包まれました。
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涼しいところ、み～つけた♪

おんぶしてもらってうれしいな♪

１年生を迎える会
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早く遊びたいなぁ…

サムライ、敗れたり…

ちょっとくらいの雨も何のその
みんなで思いっきり遊びました♪

１年生を迎える会

鯉のぼり掲揚式

待ちに待ったお弁当タイム

塩屋小

津波小
やんばる学びの森

だんだん小さくなっていく紙…
全員で乗れるかな？

お兄さん、お姉さんから
プレゼントをもらいました。

おいしいお弁当の時間
オキちゃん…
かわいい

４小学校 春の遠足
かわいい、かわいいお弁当♪

喜如嘉小

大宜味小
保護者の方２名が
マイクロバスを
運転してくれました。

海洋博記念公園
１年生を迎える会

くぐったり、またいだりして
ひとつの大きな輪を作ります。
うまくできるかな？

１年生を迎える会
やんばるの森にターザン現る !?

揺らすなやぁ

伊江島たっちゅーをバックに
はい、チーズ !!

どのお弁当もおいしそう…

おたまじゃくしをつかまえたよ。
５月６日（金）、村内４小学校の春の遠足が行われました。

森の中を散策中♪

喜如嘉小、大宜味小は海洋博記念公園へ、塩屋小は東村にあるつつじエコパークへ、津波小は国頭村の
やんばる学びの森へ行き、１年生から６年生まで、みんなで遊びました。また、遠足の中で１年生を迎え

とってもよく似合ってます。

る会も行われ、各学年から１年生へ手作りのプレゼントが手渡されました。
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みんなの命、大切に…
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ネオパークオキナワへ

宮城さん夫妻による命の授業
喜如嘉保育所

５月 25 日、ＮＰＯ法人明るい社会づくり運動

沖縄地区協議

会副理事長の宮城義昇さんと奥さんの慶子さんが喜如嘉保育

大教委通信 No.１９７

塩屋保育所

大宜味小学校・幼稚園
喜如嘉保育所は０歳児から
５歳児まで参加しました。

ごはんですよ～

所、大宜味小学校で命の大切さを伝える腹話術によるお話と
読み聞かせをしてくれました。

ネオパークの
ヤマシシっ子

私が案内するわ
お弁当、サイコ～

ゴン太くん

ゴン太くんに興味津々
塩屋の
ヤマシシっ子

～保育所遠足～

大宜味小では１、２年生と
大宜味幼稚園の園児が参加しました。
みんなの命はひとりだけのものではないこと、お父さんやお
母さん、おじいちゃんやおばあちゃん、みんなから命をもらっ
ているから大事にしなきゃいけないことを義昇さんとゴン太君
のおもしろい掛け合いや、慶子さんの優しい読み聞かせで、楽
しみながら命の大切さについて学ぶことができました。
ちょっととぼけたゴン太くんに

５月 13 日（金）塩屋保育所がネオパークオキナワへ、５月 18 日（水）喜如嘉保育所がウフギー自
然館とネオパークへ遠足に行きました。塩屋保育所の遠足前日は雨に見舞われ、どうなることやらと
思われましたが、てるてるぼうずにこめた願いがかなったのか、日ごろよい子に過ごしていたおかげ
か当日は晴天に恵まれました。
喜如嘉保育所は午前中、ウフギー自然館で映像をみたり、はく製をみたりしてやんばるの生きもの
のについて学んだあと、午後はネオパークオキナワへ行き、クジャクやフラミンゴなどたくさんの動
物たちを間近で見てきました。

喜如嘉保育所

午後はネオパークオキナワへ

午前中はウフギー自然館へ…

みんな大笑い♪
大きいやぁ

「いのちのまつり」を読んでもらいました。
よっ、
よろしく…

ありがとうございました !!

喜如嘉保育所では
大宜味小学校では
２年生からお礼の言葉を述べました

５

お礼に「あぶしぶながや」を踊りました

学校だより

おいしいわぁ～

もうちょっと…
私バリケン
よろしくね♪

児童センターでお弁当タイム♪
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あじま～編集員がゆく①

「喜如嘉ターブク野鳥観察」
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大宜味村の緑を守り育てる 緑の少年団結団式

塩屋小

喜如嘉小学校で２０年以上前から続けられている野鳥観察。新聞で読んだり、先生方からお話は聞
いたりはするけど、実際、児童たちはどのようなことをしているのか知りたくて、野鳥観察に同行さ
せてもらいました。５月２２日、この日は４月から行われている月２回の早朝観察の日です。
朝６時、学校にはすでに６年生児童たちがまちかんてぃ（←あってる !?）して集まっていました。

４月 25 日（月）、塩屋小学校において緑の少年団結団
式が行われました。
４～６年生までの 23 名がトレードマークである黄色
い帽子と、黄緑のスカーフをつけ、緑の少年団のちかい
の言葉を述べました。

さあ、ターブクへ出発！！
重いプロミナは男子が持ちます頼もしい♪
「あそこにキジバトがいる !!」どこね？と思うほど
遠くの鳥に気がつくこどもたちに感心します。

今日の記録係はじゅねさん。
毎回決まったルートを歩き、見つけた鳥の名前と数を地図
に記していきます。
カラス、キジバト、セッカなどが次々に出現。

スカーフには沖縄の地図が描かれています

見つけ上手なみんな。記録係は大変です。

緑の少年団

第 62 回沖縄県植樹祭に参加

結の浜

５月 14 日（土）に海浜公園「結の浜」で行われた第 62 回沖縄県

今度は「ヒクイナがいる !!」

植樹祭では、緑の少年団を代表して、宮城七珠さん、宮城元くん、

どこね？分からん・・・。

名嘉翔也くんが大会決議をし、その後ハイビスカスとツバキを植

ヒクイナは草むらの中に…

樹しました。植樹を終えた七珠さんは「大会決議は少し緊張した。

よく見つけられたなぁ

ハイビスカスとツバキ両方を植樹した。大変だったけど、楽しかっ

またまた感心

た。」と話してくれました。

ちょっと休憩。
２時間ちかい観察を終え、学校へ戻ります。
最後に教室で今日の観察のまとめ、今日確認できた鳥は何種類
でしょうか？黒板に書き出していきます。
今日は 22 種類（うち、声のみの確認３種類）の鳥を確認しました。
そして、今日のトピックスも発表。この前の観察と比べて変化
はあったかな？？
調査はとても地道なものです。毎回の調査結果も含め、去年の６年生と一緒に調査したもの、今ま
での先輩方が残してくれたデータはとても大事な資料になります。これは喜如嘉小に代々受け継がれ
てきた宝物だと思います。これからも、調査を続けて、その楽しさ、大変さ、がんばる力を後輩たち
に伝えていってください。

７

大宜味村は緑が多く、自然に囲まれていることが当たり前で、なかなか大切さに気付くことが難し
いかもしれませんが、緑の少年団の活動を通じ、今まで以上に自慢できるような自然豊かな大宜味村
になることを期待しています。
※緑の少年団とは、 次代を担う子供たちが、 緑と親しみ、 緑を愛し、 緑を守り育てる活動を通じて、 ふるさとを愛し、 そして人を愛する心
豊かな人間に育っていくことを目的とした、 自主的な団体です （社団法人国土緑化推進機構 HP より）。
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みなさん、お疲れ様でした !!

～プール清掃～

みんなで力を合わせて

２０１１年 （平成２３年） ６月１日

大教委通信 No.１９７

～平成 23 年度放課後わくわく教室～

５月 20 日（金）、喜如嘉小学校で４小のＰＴＡによるプール清

津波っ子わくわく教室

掃が行われました。
お父さん、お母さん、各学校の先生、地域の方々など 80 名あ
まりが参加し、１時間にわたりプールのすみずみまで清掃を行い
ました。最後に雨よけ（雨のほか虫や日差しもよけてくれるそう
です）のネットもかけてくれました。
夏はプールの季節、みんなが気持よくプールに入れるのはみな
さんのおかげです。ありがとうございました。

プールサイドも

プールの中も

すみずみまで

完璧！！
平成 23 年度大宜味村学力向上対策委員会総会・教育講演会のお知らせ
日時：平成 23 年６月７日（火）午後 4:00 ～ 6:30
総会：午後 4:00 ～ 4:50 講演会：午後 5:00 ～ 6:30
会場：大宜味村農村環境改善センター
琉球大学教育学部 学校教育教員養成課程 准教授 大城貞俊先生をお招きし、
「人材を以て資源となす～つなぐ力を学力向上へ～」と題して講演会を実施
します。ご家族、ご近所お誘い合わせの上、ぜひお越しください。

お問い合わせは大宜味村教育委員会まで

４４－３００６

塩屋湾一周トリムマラソン実行委員会よりお知らせです。
去った４月１７日（日）に行われました第３３回塩屋湾一周トリムマラソン大会におきましては、
村内外から多くのランナーの皆様にお集まり頂き、また、地域の皆様の多大なご協力
の下、大会を無事成功裏に終える事が出来ました。本当にありがとうございました。
を
いただ
き
ました。

さて、今大会におきまして、３月１１日の東日本大震災により甚大な被害を被りま
した東北地方に対しての支援を計画しておりましたが、参加頂いた皆様の参加費の一
部を義援金として寄付する事となりました。また、当日会場内にて行いました募金活
動におきましても、気持ちのこもった多くの募金が集まっておりますので、皆様の思
いを届けさせて頂きます。ご協力頂きました皆様、ありがとうございました。
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お知らせ

８

大教委通信 No.１９７

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
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今月の生きもの
クロイワトカゲモドキ（トカゲモドキ科）
やんばるに恐竜っ !? と思わず間違えてしまいそうな
出で立ちをしていますが、実はヤモリの仲間です。
ヤモリと違い、木や壁を登ることがなく、地上を歩いて
生活しています。
運が良ければ今の時期、夜の林道などで出会えます。

～編集後記～
梅雨に入り、 山々にはイジュの花が咲いて、 しっとりした森になりました。 いい季節 ・ ・ ・ 。
でも家はじめじめ ・ ・ ・ 、 カビとヤスデに悩まされる季節でもあります。 太陽が恋しいです。

６月の行事予定表
１日（水）区長会

20 日（月）小学４年ダム施設見学

２日（木）村教委計画訪問（喜小）

21 日（火）小学５年宿泊学習（～ 22 日）

３日（金）振替休日（大中）

23 日（木）慰霊の日

各種団体ＧＧ大会
４日（土）地区中体連（～５日）
６日（月）振替休日（大中）
７日（火）村学力向上対策委員会総会

25 日（土）地区ミニバスケット交歓会（～ 26 日）
郡野球大会（～ 26 日）
26 日（日）日曜授業参観（津小）
親子で学ぼう「謝名城巡り」（喜小）

12 日（日）日曜授業参観（大中）

27 日（月）振替休日（津小・喜小）

13 日（月）振替休日（大中）

28 日（火）地域教育懇親会（塩小）

14 日（火）地域教育懇親会（喜小）

29 日（水）地域教育懇親会（津小）

15 日（水）地域教育懇親会（大小）
19 日（日）父の日

家庭の日

10

