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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

ぶながや夕涼み会（喜如嘉保育所）

勇ましく

華やかに

軽やかに

可愛らしく

７月８日（金）、喜如嘉保育所でぶながや夕涼み会が行われま
した。可愛らしいおゆうぎや勇ましくぶながや太鼓を踊る園児
たちの姿に、訪れた人たちはたくさんの笑顔と元気をもらいま
した（＾_^）/

夏の夕暮れとともに癒されて…

ヤマシシっ子夕涼み会（塩屋保育所）
はじける笑顔

元気いっぱい

のびゆく個性

７月 21 日（木）、塩屋保育所でヤマシシっ子夕涼み会が行われ
ました。親子で作った旗頭を持った園児たちの登場で始まり、０
歳児～年長さんまで元気いっぱいの踊りを披露してくれました。

みなぎるパワー
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平成 23 年度

様々な経験を通し、たくさんのことを吸収して…

平成 23 年度
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第４回海外短期留学

今年度は大宜味中学３年生の宮城真桜さん、新城夢乃さん、辺土名高

激励にきてくれた
山城真梨奈さん
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大宜味村・西会津町「体験の翼」交流団 ～入団式＆受入保護者会～

７月 11 日（月）、平成 23 年度大宜味村・西会津町児童生徒交流団「体
験の翼」の入団式及び受入保護者会が行われました。
今年度は男子９名、女子５名の児

校１年生の佐久川美希子さん、向陽高校３年生の照喜名流風さんがアメ

童生徒が入団しました。

リカのセントジョーンズ大学に派遣されることが決まり、７月 12 日

７月 27 日（水）からは２泊３日で

（火）、海外短期留学の激励会が行われました。

西会津町の子どもたちが大宜味村を

この短期留学では大学の寮に宿泊しながら、午前中は授業を受け、午

訪れ、交流が始まります。一人一人

後は湖で泳いだり、ショッピン

がそれぞれに大宜味村の良さを伝えていくことを期待しています。

グをしたり、様々な活動をします。激励会には第一回留
学生として参加した山城真梨奈さんが実際に体験し、感

引率

じたことを話してくれ激励の言葉を贈りました。
留学中の様子はホームページで見ることができます。
興味のある人は、ぜひご覧になってください。
http://www.ryubei.com/2011esl/sj/index.html
写真：右から宮城真桜さん、新城夢乃さん、佐久川美希子さん、照喜名流風さん、引率の新城和代先生
事務局 宮城敦

生活保護 大城孝子

副団長 照屋巧

団長 金城聡

地域の目配り、気配り、心配りで青少年の健全育成を目指して…
平成 23 年度青少年の深夜はいかい防止及び未成年者飲酒防止大宜味村民大会

１班

７月 14 日（木）、村農村環境改善センターにおいて、平成 23 年
度青少年の深夜はいかい防止及び未成年者飲酒防止大宜味村大会
が開催されました。
会の中で、名護警察署副署長山根正敬氏から大宜味村の６月末
までの「刑法犯」（オートバイ泥棒や万引きなど）がゼロなのに対

山城萌恵

大嶺健斗

米須章仁

副班長 島袋千成

班長 宮城純太

２班

し、飲酒・喫煙・深夜徘徊などの不良行為ですでに４人が補導さ
れており、これらは９時以降に多く発生していると話しました。
夏休みは家族や友人と様々な計画があり、屋外での活動も多く
気持ちも開放的になることから深夜はいかいにつながることがあります。「自分たちも夜遊びしてたし、
言いづらい」などと思わず、家庭・学校・地域が一丸となり、勇気と愛情を持って村の宝である青少年
たちを守っていきましょう。

福地楽

大会宣言

仲原広大

山川はるひ

副班長 宮城大輔

班長 我那覇匠哉

３班
今年度の交流団です。

Ⅰ．シンデレラタイムを励行し、青少年に明るい未来を約束しよう

みなさん思いきり楽

Ⅰ．６：３０で生活リズムを確立し、夜型社会を是正しよう

しんで、たくさん学

Ⅰ．家族団らんタイムで明るく楽しい家庭づくりに努めよう

んできてください

Ⅰ．愛の一声運動で、青少年の深夜はいかいをなくそう
稲福珠音

３

海外短期留学・深夜徘徊防止村民大会

体験の翼

宮城七珠

副班長 嵩原久広

班長 前田和輝
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第８回 元気！おおぎみ リクジョっ子大会
７月２日（土）、大宜味小学校グラウンドにて第８回元気！おおぎみリクジョっ子大会が開催されました。
各校区とも日頃の練習成果を発揮し、トラック競技、フィールド競技で５つの大会新記録と６つの大会
記録が生まれました。校区対抗リレーでは各チームとも一丸となって、

盛り上がる

競技に応援にで大いに盛り上がりました。男子の部は喜如嘉校区、女
子の部は大宜味校区が１位になり、総合の部では大宜味校区が優勝し、
８連覇の偉業を果たしました。

気になる成績…

力強い選手宣誓

見せて見せて !!

跳ぶ

走る

競技が終わってホッと一息

大会新記録
全員が力のいっぱい競技に取り組みました。どの子もみんな１等賞♪

大宜味校区が８連覇達成 !!

（トラックの部）
100m 走

小学２年女子

外園華音（大宜味） 17 秒 58

100m 走

小学４年女子

大嶺莉央（塩屋）

16 秒 31

（フィールドの部）

投げる

立ち幅跳び

小学２年女子

外園華音（大宜味） 1m50cm

走り幅跳び

小学５年女子

國吉琴美（喜如嘉） 3m45cm

走り高跳び

中学２年女子

宮城玲奈（大宜味） 1m10cm

大会記録
立ち幅跳び

小学２年男子

島袋琉麿（大宜味）

1m54cm

立ち幅跳び

小学１年女子

松田鈴（大宜味）

1m31cm

立ち幅跳び

小学１年女子

山川ひまり（大宜味） 1m31cm

リクジョっ子大会でメキメキ力をつけた児童たちが７月 23 日、24 日に

走り高跳び

小学６年女子

福地楽（喜如嘉）

行われた新報児童オリンピックに出場しました。児童オリンピックに

走り高跳び

中学１年女子

崎山美波里（大宜味） 1m15cm

ついては次号お伝えします。

走り高跳び

中学３年女子

吉田幸乃（津波）

５

リクジョっ子大会

1m10cm

1m20cm
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教育相談員
山川ゆり子先生より
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ハッピーうさぐゎーのほのぼのゆんたく

大宜味中学校 心の相談員
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吉田春子先生から

ホッと

ニュ～スが届きました。

ハイサ～イ、ウサグヮーやぃびん こんにちは
これから西村先生の子育てアドバイス「マミー通信」
の中から紹介いたします。

花で育てよう

.21

上間久明津波老人会長（15 名余）、子供会、

沖縄にも何回も見えて講演なさっています。先生のア
ドバイスで心がいやされ、親子共々立ち上がった方が大
勢います。そんなステキな先生の通信です。

その他地域の方々を通じて津波区の環境美
化でこそもたちの情操教育に確かな一歩を
取り組んでいます。老人会は国道沿いの草
が茂っているのを見かねて「うりー」
「だー」

まず、初めに
３人寄れば文殊の知恵（古い言葉ですね）

「誰かがやらねば」との一声で猛暑の中、エ
ンジンが全開しています。

・ひとりぼっちにならないで !
・誰でもみんな

23.7

～わが村のグリーン運動快調にスタート～

西村先生はもう 86 歳になります。でも今でもマキ保育
園（金沢市）の園長さんをしています。

子どもたちの肝心（ちむぐくる）

津 波

老人会の参加で１ヶ月前から計画し土づ

悩みがあるのよ

くり、「喜友名牧場、北斗牧場」から堆肥、

・思い切っておしゃべりの仲間に入ろう

肥料も提供されています。
その為に、いつまでも国道沿いに植え付けができるように準備が備わっています。これまで、

平成 23 年３月 11 日、未曽有の大震災が起こりました。家も家財も車も何もかもなくなりました。

津波小の児童の健やかな成長を願い、老人会とのふれあい給食、グランドゴルフなど行って来

残ったのは何でしょうか？

ました。今回は花づくりです。花を育てる事は緑豊かな村づくりにつながり、このイベントを

この災害を財産として将来につなげるか、もう破産だと投げてしまうか一人一人の心の中に問う時です。

契機に津波小児童を通う道に花が咲き、食草園ができれば、きっと情操豊かになるでしょう。
日々、花の成長の過程を見ることで、児童らは花の不思議さ、大切さもこれまで以上に実感

今年もマミー通信１年分をまとめました。活用して下さればうれしいです。
平成 23 年４月（牧保育園

西村）

がそれぞれ意見を出し励まし合いながら、花の好きな人たちの寛大な気持ちをみんなに分け与

『子育て』大変です～
母親って大変なんです。

えて、楽しんでもらおうということです。

お父さん、わかっているかな？

又、交通安全週間に入り、朝早くから児童生徒の安全を守るために、挨拶で暖かく迎えてい

子どもを車におしこんで、ベルトをかけて、そらまた走れ！
忙しいママ

するはずです。しかも、買わないで、お互いの庭にある花で「増やそう」をモットーに老人会

でも、仕事があって幸せよ

子どもがいて幸せよと頭を切り替えて幸せって言おうね。

ます。お疲れ様でした（津波老人会のますますの活躍を祈ります）。
私も人にあげられる程に、きれいな花を沢山育ててみようと思っている一人です。
平成 23 年７月 21 日（木） 吉田春子

うちの子女の子やけど、やっぱりけんかもするし、泣くし、やんちゃこくし、うるさいです。
「うるさい泣きやめ

○○あげるよ～」と言ってしまうの。

図書館に新しい本が仲間入り ～古波津氏より図書の贈呈～

ママ１

女の子でもね、お菓子などやると、おとなしくなるね。

７月 12 日（火）、財団法人古波津製造業育成基金理事長
ママ２

古波津清昇さんより、大宜味中学校へ図書の贈呈がありま

物をあげるとおとなしくなる、○○あげるからと、物でつっていると、だんだん欲求が大き

した。

くなって、しまいには何をあげても喜ばない、そして心を失ってしまいますよ。
せんせい

贈呈された本は「モノづくり

物より、何よりお母さんの「抱きしめ」愛のこもったふれあいですね。

解体新書」８巻セットで。

「モノづくり」をテーマに，製品をどのように製造するかを
図入りで解説している本です。

うさがー自身、子どもが成長して反省することばかりです。西村先生の次をお楽しみに～☆

７

ハッピーうさぐゎーのほのぼのゆんたく

将来の夢の参考になるかも… ぜひ読んでみてください。

ホッとニュ～ス・図書贈呈

６

教育委員会では引き続き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？

詳しくは大宜味村教育委員会（４４ー３００６）まで

今月の琉歌
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琉歌募集
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今月の生きもの
アカウミガメの子（ウミガメ科）
その名の通り、海のカメです。
親ガメは４月の終わりから７月にかけて、上陸し、砂
浜に産卵します。卵はおよそ 60 日でふ化し、子ガメた
ちがいっせいに大海原へと旅に出ます。大人になって
戻ってくるカメはこのうち１％以下と言われています。

～編集後記～
あっという間に夏休み。 子どもたちがうらやましいと思いつつ、 自分は子どもの頃 40 日間も何をしていたん
だろうか思い出せずにいます。 きっと無駄に過ごしていたんだろうなぁ。 とは言え、 夏休みにしか経験できない
ことがたくさんあると思います。 みなさん、 有意義な夏休みをお過ごしください。

１日（月）区長会
プール開放・水泳教室
２日（火）水泳教室

15 日（月）終戦記念日
17 日（水）わんぱくキャンプ（～ 18 日）
村教職 10 年経験者研修（～ 19 日）

３日（水）プール開放・水泳教室（～５日） 20 日（土）郡バスケットボール大会（～ 21 日）
４日（木）海外短期留学生帰国

21 日（日）郡球格技大会

６日（土）村夏祭り（～７日）

22 日（月）サマースクール（塩小）（～ 23 日）

７日（日）ESL キャンプ（～ 15 日）

24 日（水）塩屋湾海神祭（～ 25 日）

12 日（金）旧盆（ウンケー）

25 日（木）短期留学報告会

13 日（土）旧盆（中の日）
14 日（日）旧盆（ウークイ）

ELS キャンプ報告会
28 日（日）郡ボウリング大会
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