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情報交差点・心と心の交わり
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大宜味村教育委員会
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優しい歌声に包まれて…

撮影風景

夏休みに入った 7 月 25 日、大宜味小学校中庭で夏
川りみさん、キロロの玉城千春さんが、歌声を披露
しました。この日、ＮＨＫの「ＳＯＮＧＳ」という歌
番組の収録で訪れた夏川さんは「童神」を、玉城さん

夏川りみさん

玉城千春さん

は大宜味小の子たちと「未来へ」を歌いました。最後は、夏川さんから「涙そうそう」のサプラ
イズプレゼントも。とても暑い日でしたが、お二人の澄んだ歌声とやさしいギターの音色が訪れ
た人たちみんなの心を癒してくれました。
この日のために練習をし、当日はリハーサルを繰り返した大宜味小の子たち。初めは恥ずかし
そうにもじもじしていましたが、玉城さんの歌声に合わせ最後は堂々と歌い切りました。この模
様は９月７日（午後 10:55 ～ 11:24）にＮＨＫで放送される「ＳＯＮＧＳ」で見ることができま
す。お二人と大宜味村のおばぁ達との語らいも放映される予定です。ぜひご覧ください。
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食材がとれなかったらおかずはなし！？

森のわんぱく体験団
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平成 23 年度「体験の翼」交流団 ～ついに西会津交流団来沖 !! ～

「プチサバイバルキャンプ in ぶながや森」

先月号でお伝えした福島県西会津町「体験の翼」交流団（児童生徒：19 名、引率：
５名）が７月 27 日（水）大宜味村に到着し、29 日までの２泊３日それぞれの家にホー

夏休み恒例の行事、 わんぱく体験団のキャンプが８月 17 日、

ムステイしました。連日いい天気が続いたこの期間、西会津っ子たちはそれぞれ海

18 日の１泊２日で行われました。 今回のキャンプでは自分たちの食

で泳いだり、バーベキューをしたり、美ら海水族館に行ったりと十分に沖縄を満喫しました。また、

べるものは自分たちで調達します。

２日目の夜には村青年会によるエイサーを見て、一緒にカチャーシーも踊りました。その後、浜辺で

ヨモギやサシグサなど普段目にする植物から、 シマグワやアカメ

はアカウミガメの子ガメの放流も体験できました。

ガシワなど初めて名前を聞くような植物まで、 とにかくとらなくては !!
という思いから予想以上に採集することができました。 大変だったの
が調理。 特にあく抜きなどの下処理にとても時間がかかってしまい
悪戦苦闘の連続でした。

ドキドキの初対面…
それぞれのふるさと・学校紹介

↑ツワブキの茎は炒め煮に…

↑天ぷら用のヨモギを採取

↑明日のためにしかけをかけます

塩屋小児童による演舞

皿（ゲットウ）も現地調達

火のおこしかたを学びます。みんな真剣

天ぷらづくりに初挑戦 !!

２日目は主に川からの恵みをいただこうと勇んで突撃しましたが、 な

まだまだ緊張気味…
２日目夜

かなか捕獲できず、昼ご飯のおかずは一人一匹ちょっとのエビと魚肉ソー

徐々に打ち解けていくペア

打ち解けさせてくれたもの
それは大宜味の味でした。

エイサーもちょっとだけ
体験したよ♪

セージ （自分で食べるのもエビを捕まえるときの餌にしてもよいということ
で、 前日に１人に２本ずつ配布。 最後に残った３本をみんなで分け合
１日目はおかずも豊富にあったけど…

う）、 貝のおすまし、 ごはんというさみしい食事となりました （涙）。

そして、
お別れの日…

写真を撮る余裕もなかったです…。
家に帰ってからの食事はきっとおいしかったことでしょう。 今回のキャンプで、 いかに自分たちの暮らしが便利な

来年の２月には大宜味村の団員が西会津に向かいます。沖縄とは比べ物にならないくらい寒い西会津

ものか、 食べ物に恵まれているか少しでも感じてもらえたら思います。

だと思いますが、大宜味っ子のパワーをさく裂し、西会津でたくさんの貴重な体験をしてきてください。

３

わんぱく体験団

体験の翼

２
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女子ソフトテニス
第 21 回知花杯中学校大会
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第 31 回
平良・大城ペア優勝 !! ～大宜味中学校～
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新報児童オリンピック陸上競技

７月 23 日、24 日、県総合運動公園陸上競技場で第 31 回新報児童オリンピック陸上競技が行われ、
大宜味村から出場した 30 名の児童が日頃の成果を発揮しました。

８月 20 日、21 日に県総合運動公園庭球場で行われたソフトテ
ニスの第 21 回知花杯中学校大会で、大宜味中の平良結女花さん、

小学 1 年生女子 100ｍ走では塩屋小の宮城梨琉さんが見事１位に輝き、小学２年生女子 100m 走では

大城真奈さんペアが強豪の西原東（堀川・桃原ペア）を下（くだ）

外園華音さん（大小）が２位に、小学５年生女子走り幅跳びでは花城瑞姫さん（津小）が２位に、小

し、見事優勝しました。

学 4 年生男子走り幅跳びでは山城樹くん（喜小）が３位に入賞し、合わせて４つのメダルを獲得しま
した。おめでとうございます！！

７月に行われた県中体連の団体戦で同ペアと当たった時には

～入賞者～

大会の様子

相手に押され体力が続かなく、４－１で負けてしまいまいたが、

小学 1 年女子 100m 走

１位

宮城梨琉

（塩小）20 秒 10

今回の対戦では「強気で楽しく、相手にぶつかるつもりで挑んだ。

小学２年女子 100m 走

２位

外園華音

（大小）17 秒 94

チームの応援もあり勝てた。」と話してくれました。

小学４年女子 200m 走

５位

大嶺莉央

（塩屋）33 秒 48

小学５年女子走り幅跳び

２位

花城瑞姫

（津小）３m72cm

６年生のころからペアを組んだそうです。今後はサーブの技術を強化していき、地区大会、県大会の個

６位

宮城佑喜乃（大小）３m37cm

人戦、団体戦ともに優勝したいと目標をあげてくれた２人。

８位

國吉琴美

（喜小）３m21cm

小学５年女子ボール投げ

７位

花城綾姫

（津小）35m03cm

小学４年男子走り高跳び

４位

山上爽太

（喜小）

小学４年男子走り幅跳び

３位

山城

樹

（喜小）３m36cm

小学４年男子ボール投げ

８位

山上爽太

（喜小）37m35cm

小学５年男子走り高跳び

７位

金城元汰

（大小）１m05cm

小学５年男子走り幅跳び

７位

金城元汰

（大小）３m71cm

小学６年男子
ヴォーテックスボール投 ６位

嵩原久広

（喜小）50m30cm

ともに田嘉里出身の二人、結女花さんは小２の終わりから、真奈さんは小３からソフトテニスを始め、

これからの活躍に期待したいと思います。

小学生も中学生も大人 !? も絵画を楽しく学ぼう !!
田嘉里公民館で絵画教室開催
夏休みも終わりに近づいた８月 18 日、19 日、22 日、23 日、田嘉里
公民館にて「絵画教室」が開催され、村内の小中学生 25 名（小学生 20
名、中学生５名）＋大人数名が参加しました。
絵画を楽しく学ぼうと開催されたこの教室。講師は大宜味中学校で

95cm

100m 走で優勝した宮城梨琉さん

美術を教えている宮城健先生。健先生指導のもと、色の基本となる３

３日間で急成長者続出 !? 水泳教室

原色から学びました。４日間の日程の中、１日目は遊びながら技法や
人を描く時の基本を学び、２日目からは画用紙を使って自分の描きたい
ものを下書き、色ぬりをし、３日目、４日目で絵を完成させていきまし

楽しい絵の描き方を
教えてくれた宮城健先生

た。画用紙に絵の具を１滴たらし、紙をくるくる動かして色を広げ、乾
かし、また違う色をのせて絵を描いていく面白い技法。最初は難しいという声もあがりましたが、コツ
を教えてもらった後は徐々に楽しむようになり、先生のアドバイスも受けて見違えるように良くなって
いきました。

８月１日～３日、喜如嘉小プールにおいて、糸満貴志子先生指導の

～喜如嘉小学校プール～
１部：平泳ぎを集中的に練習。

もとプール教室が行われました。台風接近のため、３日間しかできま
せんでしたが、水に顔をつけるのがやっとだった子が、水に浮くこと
までできるようになるなど、短い間で急成長を遂げる子が多く見られ
ました。
２部：水に慣れることから始めました。

水のかきかたを覚えます。

今年の夏休みの宿題は上等な絵画
を提出する子どもたちがたくさん
いることでしょう♪楽しみにして
いてください。
頭までもぐれるかな？

いつになく !? 真剣な表情で絵を描く子どもたち

５

優勝報告・絵画教室

顔をつけて浮くことができました。

児童オリンピック・水泳教室

足だけ使って泳いでみます。
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大宜味村的 BEGIN

大宜味村的ルミ子

大宜味村的ヒーロー
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大宜味村的アイドル

大宜味村的 KARA

大宜味村的スーパースター

みごとな脚線美をみせてくれました。

大宜味村夏まつり
第 31 回大青協夏まつり・第 21 回大宜味村ふるさとまつり
大宜味村的ヤギ

台風のため延期となった大宜味村夏まつり（第 31 回大青協夏まつり・第 21 回大宜味村ふるさとま

ヒーロー ??

大宜味村的スーパーダンサー

つり）が８月 12 日（金）、13 日（土）、塩屋漁港において開催されました。
今年は新たな試みとして校区対抗、字対抗のハーリーや村青年会による余興なども行われ、会場は

こんな人には飼われたくない

大いに盛り上がりました。
ちょうど旧盆のウンケーと中の日に重なった両日、村内の人はもちろん、お盆で帰省してきた人た
ち、ご先祖様（きっと来てたはず）など多くの方々が訪れ、最後までまつりを楽しみました。

まつりのフィナーレを飾った

青年会エイサー

塩屋

ハーリー大会

塩屋小

ともに優勝 !!

大成功 !!
７

♪最後はみんなでカチャーシー♪

やっぱり塩屋は強かった…

大宜味村夏まつり
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東日本大震災後、 社団法人日本介護福祉士会の災害対策本部のよび掛けにより、 全国の会員が東日本地域の避難所等でリレー方式
で介護ボランティア活動をしています。 このたび、 デイサービスおおぎみの山川勇所長が連休を利用し、 4 月 29 日から 5 月 7 日までの 8 日間、
宮城県石巻市河北総合センター避難所 （避難者 500 人） と女川町福祉避難所 （避難者 12 人） で活動をしました。 今回はその内容を
報告します。

東日本大震災介護ボランティア報告 デイサービスおおぎみ所長 山川勇
①石巻市河北総合センター避難所 ※石巻市（死者 2,933 人 行方不明者 2,770 人 避難者 9,692 人）
石巻市河北総合センター避難所は海岸から遠く津波の影響がない場所にあり、主に雄勝町雄勝、雄勝町分浜、鎌谷地区等の
被災者約 500 名が生活をしています。

２０１１年 （平成２３年） ９月１日

暑い夏を吹っ飛ばせ !!
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スポーツを通じて健康づくり
～三村身協スポーツ交流会～

７月 28 日（木）、一診療護園において第６回三村身協スポーツ交流会（主催：国頭村
ひまわりの会・東村身体障害者福祉協会・大宜味村身体障害者協会）が開催されました。
今年で６回目となるこの交流会はスポーツを通じて交流する事で。親睦を深め、さらに体力の維持、
増強、機能回復を図り、身体障がい者の社会参加の促進に寄与することを目的としています。

避難所は、市職員を中心にボランティア団体（CLC）、日本介護福祉士会等を中心に約 30 人ぐらいのスタッフで運営されてい
ます。ボランティア業務に付く前の注意事項として「大きな余震の時には、まず自分の身を守り、地震が落ち着ちついたら要
援護者を支援する」とのことでした。市の看護師やボランティア団体の看護師と連携し、介護福祉士 3 人で約 10 名の要支援高

グランドゴルフ、ボウリング、吹き矢、スカットボールの４種目が行われ、どの種目も明るい声援と
大きな歓声に包まれました。

齢を 24 時間介護をすること、介護相談、午前 10 時からの「おぢゃっこ会」（ミニデイ）の活動（約 16 名ほど参加）、夕食炊き

グランドゴルフ

出し配膳の応援などの活動を展開しました。避難所での食事は朝夕 2 食で、昼は各自で調達するとのことでした。

狙ってもなかなか入らなかっ
たり、上手に転がれば、
高得点になったり、読みが難
しいスポーツです。
◆アリーナーホールの様子

入る？？入らない？？

ボウリング

◆アリーナ入口に 24 時介護相談事務所設置 ◆おじゃっこ会の様子（手と足の体操）

朝夕は寒く、気温は 7 度位。そんな中、介護員は体育館のフロアーに毛布をひいて、寝袋で 4 日間缶詰状態で活動をしました。
被災者には地域も壊滅し、家もなくし、身内をなくした方が多く、介護ボランティア活動の基本はすべて被災者の感情に、配
慮した活動を展開しました。
大きな声を出すことができない状況の中、被災者の皆さんは毎日の「お

目指すはただ１つ…ストライクあるのみ

ぢゃっこ会」で、体を動かす軽い体操や童謡など大きな声をだして歌うこ
とにしました。石巻では３泊４日（24 時間体制）の活動をしましたが、介

吹き矢

護業務全般と 24 時間いつでもできる介護相談と安心を提供できる活動
◆朝食は主に牛乳とパン ◆夕食は主におにぎりとスープ

が展開できたと思います。

②女川町福祉避難所

※昼食は各自で調達

※女川町（死者 450 人

行方不明者 749 人

避難者 1,782 人）

スカットボール

何気に高い命中率…ほとんど真ん中に刺さってます。
接戦を制した金城さん
◆町立病院横の福祉避難所２階
（１階津波の被害を受け使用不能）

◆福祉避難所正面港風景（周辺の
建物４階まで津波の被害を受ける）

女川町福祉避難所は町総合病院の側にあり一般避難所で対応できない等他の施設へ移動するまでの一時預かりの避難所です。
当施設は町の職員、町社協の職員が中心に運営され、看護師・介護士・調理ボランティアが主なスタッフとして支援しています。
介護福祉士の業務は午後 4 時から翌日 9 時までの夜勤業務。市の職員１名と３日連続で介護業務につきました。
今回の 8 日間の活動で少しばかり被災者や行政職員等の応援ができたと思いますが、長期の支援が必要になりますので後方支援
で応援していきたいと思います。

９

素敵な笑顔です♪

◆福祉避難所の様子

ボランティア報告

スカットボールで３位決定戦を接戦で制した金城清さんは「楽
しかった。去年はスカッとして負けてしまった。今回も負けて
しまうかと思ったが、最後のボールが入って良かった。とても
面白かった。」と楽しそうに話してくれました。

スポーツ交流会
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津 波

～生のラジオ体操を目の前でみたぞ～
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村内のホッとな活動をご紹介♪

23.8
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ホッと

大宜味人の

する話

.25

このコーナーでは地域の方々が取り組んでいるさまざまな活動を紹介していきます。
まずは元気な「おはようー！」の挨拶で一日が始まり、

紹介してほしい活動などあれば教育委員会「あじま～」担当：倉持までご連絡ください。

眠気まなこをコスリながらのラジオ体操。それが終わる
と、地域の行事への参加や夏休みの宿題確認等を積極的

津 波

タッグを組んでやればなんだってクリーンに

23.7

.30

に行い、最後は簡単な反省会で一日の活動が終了。

自分たちの手できれいにさっぱり ～津波の砂浜を清掃活動～

これは今年の夏休み、津波校区の子ども会や地域の方が
協力して取組んだ活動の紹介です。

夏休みに入った７月 30 日（土）、小学生～高校生までの津波っ子、津波子供育成会、老人会、
大幸整備、丸金開発、前田建機、川田建設、豊島建設から参加した約 70 名が共栄スーパー前浜か
４年間続いてきた津波子ども会の朝のラジオ体操。毎
日元気な子供たち！それを待ちかまえるは津波子ども
会会長の平良正二さん。ラジカセを片手に優しい笑顔
で子供たちを迎えます。

今回より初参加となった１

ら前田食堂前浜まで１キロ余りの砂浜を清掃しました。
土日や休日、夏休みになるとやんばるの海・川・山を求めてキャンプに訪れる人たちが多くな
ります。中にはマナーの悪い方々もおり、ゴミを放置していくことがあります。
ビニール袋、くま手、カマを持ち、手際よく作業を開始。炎天下、額や背中から洪水のような

年生の邑斗 ( ゆうと ) 君は休まずに参加出来たかな！？

汗をぬぐいながら、四方八方に散乱していたり、アダンの下や草むらの中に隠れたりするゴミ（特

さて、ラジオ体操が終わると地域の方と一緒に植えた

に目立ったのが外国産のプラスチック）やタイヤ、鉄骨、雑ごみ（大宜味村のシークヮーサーのペッ

国道沿いの花壇に灌水作業開始！

トボトルは見当たりませんでした＾_＾V）を集めました。

当番を決めみんなで一生懸命世話をしました。それ
が終わると、津波の公民館にて学習会。頑張りノートや夏休みの宿題を各自で工夫してやって

家族ぐるみの参加者が多く、自分たちの手で海岸をクリーンにしようとする肝心（ちむぐくる）
が現れていました。
集められたゴミの山積み。こんなにたくさんのゴ

います。
また、今年の一大イベントとして、国頭村で行われた全国巡回ラジオ体操へみんなで参加し

ミが津波の海岸に漂流していうことを今回の作業に
参加して改めて知ることができました。

ました。朝の６
時に集まり、み

老人会のおばあちゃん達から「熱中症にかかった

んな乗り合わせ

ら大変よ～」という水分補給の声もかかり、一滴の

で会場へ移動。

水の大切さをしみじみと感じたわが子たちでした。

ついてすぐ目に

☆ゴミひとつない白い砂浜が一面の銀世界に見えた☆

映ったのはすご
い人の数・・・

今回の作業の日程に合わせ、九州から来られ作業に参加した工事部九州支店主任の今村覚さん、各

（１，０００名
近い参加者とのこと）いつもラジオから聞こえる声とピアノの伴奏で、しかも全てが生中継さ
れている中での体操！一生に一度あるかないかの体験をする事が出来ました。

企業のみなさん、津波区民のみなさん、本当にお疲れ様でした。
「汚さない・捨てない・ゴミを見たら拾う」を皆さんが心がけ、きれいな津波部落をいつまでも愛し、
区民が楽しく和気あいあいとして暮らせる部落になればいいなと思います。それもすべて地域に住ん

夏休み期間中の取組となりますが、子供たちは良い思い出がつくれたのではないでしょうか。
地域のおじいちゃん！おばあちゃん！来年の夏休みも子供たちと一緒に体をほぐしましょうね♪
ご協力ありがとうございました。

でおられる皆さんのおかげです。
また、作業に協力していただいた企業の皆さん。皆さんが健康に気をつけられ、今度の活躍、成功
に期待して労いたいと思います。にぃへーでーびる（^_^）V

吉田春子
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大宜味人のホッとする話

吉田春子

大宜味人のホッとする話
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大教委通信 No.２００

今月の琉歌

２０１１年 （平成２３年） ９月１日

今月の生きもの
ヒラタツユムシ（ヒラタツユムシ科）
静止している時や驚いた時はまるで葉っぱのような姿
になり身を隠します。触角と前のあしをそろえて伏せ、
前のはねをひらき、そのはねの中に中と後ろのあしを隠
しているのです。高い木の上で暮らしているのであまり
見かける機会はないですが、たまに、林道沿いの草木の
葉っぱの上にいることがあります。

～編集後記～
「あじま～」 もついに２００号を突破しました !! 月１回の発行なので、 １６年８か月続いていることになります。
この長い月日の間にパソコンや周りの機器も進化し、 紙面は最初の頃より見やすくなってきたことと思います。
これからも機器の進化に負けないよう、 内容も充実させていきたいと思います。

１日（木）区長会
始業式（幼・小・中）

17 日（土）郡ゴルフ大会
18 日（日）大宜味中運動会

４日（日）PTA 美化作業（大中）

19 日（月）敬老の日

９日（金）村 PTA 運営委員会

21 日（水）秋の交通安全推進村民大会

12 日（月）17 日の振替休日（大中）

23 日（金）秋分の日

13 日（火）県学校訪問（塩小）

25 日（日）村陸上競技大会

16 日（金）村教委計画訪問（大小）

26 日（月）18 日の振替休日（大中）

17 日（土）運動会準備出校日（大中）

10/1 の振替休日（４小）
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