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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

こんなに上手になりました♪

うんどうかい、はじまるよ～♪

ほとんど差もなく大接戦 !!

お母さんと一緒に走れ、走れ !!

決まった !!
二人とびに挑戦だ !!

うれしい、楽しい運動会♪
大宜味幼稚園
10 月９日（日）、暑くも寒くもない絶好のコンディションの中、大宜味幼稚園の運動会が開催
されました。
この日を楽しみにいろいろな運動遊びにチャレンジした、13 名の園児たちはお父さん、お母
さん、おじいちゃん、おばあちゃん、近所の方々から声援を受け、力いっぱい、元気いっぱいに
運動場をかけ回りました。
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塩屋小学校

大教委通信 No.２０２

大教委通信 No.２０２

４小学校 秋の大運動会

組体操

走れ！つなげ！心を一つに！パワー全開！！
玉入れ

２０１１年 （平成２３年） １１月１日

10 月２日（日）、村内４小学校で運動会が開催されました。当日は天気にも恵まれ（持ちこたえ？）児
童たちは日頃の練習の成果を存分に発揮しました。会場には家族のほか地域の方々も詰めかけ、応援に競
技に奮闘しました。

つなひき

喜如嘉小学校

笑顔 100 倍

元気 1000 倍がんばるぞ

きじょかっ子４９

親子リレー

きじょきじょきじょかっ子リレー

エイサー

女子力全開 !!

おじいちゃん、おばあちゃんに負けるな !!

どきどきリレー

塩屋の風（サーぬかじ）

塩屋スカイツリー !? の完成 !!

５人の息を合わせてイッチニ、イッチニ
おまけ

久々（すぎる？）の
缶ポックリ苦戦中

津波小学校

津波っ子の心を一つに
班別リレー

校歌ゆうぎ

So cute!!
最後はみんなでカチャーシー

大宜味小学校

運動会
かけっこ

児童も大人も地域一丸

玉入れ

ミッションインポッシブル

獅子舞

総力リレー

パワーあふれる運動会

作戦の秘策は？
…とにかく楽しむこと !!

組体操
ＯＨ！すし

喜如嘉が誇る伝統芸

心を一つにかがやけ☆大宜味っ子！

徐々に燃え上がる闘志

迫力満点、大車輪 !!

エイサー

一輪車演技
エイサー

開会式

親子リレー
校歌ダンス
技術力＞体力
ゴールまーらせー

あふれる躍動感

グラウンド整備、会場づくりなど運動会前から当日に渡り、保護者のみなさまをはじ
め地域の方々のご協力により、今年の運動会も大成功に終わりました。
親子揃ってゴール !!

ありがとうございました。

３

４小

運動会

２
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第 20 回全国重要無形文化財保持団体協議会
第 19 回全国重要無形文化財保持団体

大宜味大会

２０１１年 （平成２３年） １１月１日
お父さんと一緒なら
へっちゃらさ！

大教委通信 No.２０２
たくさん練習したもんね。

秀作展

10 月６日（木）、村農村環境改善センターにて第 20 回全国重要無
形文化財保持団体協議会

大宜味大会が開催されました。大会では長

年にわたり尽力された功労者に贈られる表彰が行われ、喜如嘉の芭蕉
いつだって自由な僕ら♪

布保存会から桃原秋子さんと稲福
千代さんが表彰されました。

走るの大好き

今回の大会には全国にある 14

会場の様子

の保持団体と 22 の市町村から約 120 名が参加。総会後に開かれた
情報交換会では大宜味村農山漁村研究会手作りの大宜味の素材を存
分に使った、料理の数々をビュッフェスタイルで味わいました。ま
た、青年会によるエイサーも披露され、大宜味の味と演舞を堪能し
てもらいました。

表彰式の様子

ぶながや運動会ごっこ

楽しいトンネルくぐり

９月 22 日（金）、喜如嘉保育所にてぶながや運動会ごっこが開催されました。

ハイ・ポ～ズ !!

子どもたちはダンスやわらべうた遊び、ふれあい遊び、体操、バトンリレーなどさまざまな遊びや競技
にチャレンジ。平日夕方の開催だったにも関わらず、会場には家族や地域の方々など多くの観客が集まり、
ぶながやっ子たちは成長ぶりを見届けました。
今日は泣かないで頑張ります !!
芭蕉布保存会の皆さん

万歳でしめくくり
大宜味の味を紹介

翌日は村内の文化財である芭蕉布
会館、大山墓、喜如嘉の板敷、旧大
宜味村役場、田港御獄の植物群落を

さすが親子！息はばっちり

視察。参加者たちはカメラ片手に説

たくましいヤマシシっ子
忍法もぐらの術…成功なり

明を聞き、大宜味村の文化財につい

お、お母さん？？

て学びました。
平良敏子さん美恵子さんによる実演

旧庁舎を見学

16 日に博物館で行われたワークショッ
プでは、秀作展見学のため博物館を訪れ
ていた芭蕉布保存会のみなさんから直々
に糸つむぎを手ほどきをしてもらえ、参
加者の皆さんたちはとても喜んでいまし

ちゅーりっぷ組のかけっこ＆親子ゲームでは変身していつもとは違うお母さんに泣き出す子もいたり、

の運動会となりました。

直々に手ほどきを受けます

全国重要無形文化財保持団体協議会

颯爽と走りぬける三輪車
10 月 22 日（土）、塩屋保育所にてヤマシシっ子運動会が開催されました。

三代リレーでは塩屋ならではのハーリー競争に親子三代で奮闘したり、笑いあり、涙ありで大盛りあがり

た。

５

ヤマシシっ子運動会

大宜味大会

保育所運動会
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ホッと

村内のホッとな活動をご紹介♪

大宜味人の

２０１１年 （平成２３年） １１月１日

元気と笑顔をプレゼント～村内施設訪問～

する話

津波小・大宜味小・喜如嘉小

10 月６日（木）に津波小が、７日（金）に喜如嘉小、大宜味小が「いっしん」、「やんんばるの家」、「一

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。
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。

心療護園」で施設訪問を行いました。
津 波

津波部落で前田憲太郎おじぃのカジマャー

大教委通信 No.２０２

23.1

0.24

８月８日（土）大宜味村役場主催の合同カジマャー、米寿祝いが津波

10 月６日 （木）

いっしん

津波小

学校近くの 「いっしん」 を訪れた児童たち。 この日は運動会の目玉でもあったエイサーを披露した後、 園の人たち
と触れ合い遊びをしました。 「てぃんさぐぬ花」 の曲に合わせエイサーを踊っている時、涙するおじいちゃん、おばあちゃ

公民館で行われました。村長を始め、家族や関係者の集う中、お祝いを

んもおられ、 児童たちが演じる三味線やエイサーの舞いに心を和ませていました。

迎える方々一人一人に記念品が贈られ、津波老人会と津波子供会による
エイサーも披露されました。参加なされた皆さんからは盛大な拍手をも
らいました。
10 月 15 日（土）、いよいよ本番のカジマャーの日です。前田憲太郎おじぃ
のを乗せた真っ赤なオープンカーが部落に入ってきました。今か今かと
待ちわびる部落の皆さん一人一人にカジマャーが配られました。鮮やかな衣装に身をまとい，皆さんに手を振り、
終始「９７歳はまだ若い」を象徴し、笑みがこぼれていました。今回のカジマャーで舞うエイサーはおじぃの
再度みたいとのアンコールからで、子供会の面々は太鼓のバチさばきや大人顔負けの踊りを披露しました。
父親のカジマャーの為に、遠くはアメリカから祝いに駆けつけた次女の麗子スミスさん、四女の睦子オグデ
ンさん、塩屋在住の五女留美子さんからの厚いメッセージがありました。
「私の父のカジマャー祝いに元気にエイサー踊ってくれた津波の子供会の皆
さん、、長寿の肖りに参集して下さった津波区民の方々、ありがとうござい
ました。次の世代を担う子供会の皆さんの元気溢れるパワーに、拍手活采

10 月７日 （金）

やんばるの家

大宜味小

やんばるの家を訪れた大宜味小。 全児童で演舞する迫力あるエイサーの後、 利用者の方々と手遊びやボール遊
びで盛り上がりました。 児童たちも利用者の方々も笑顔いっぱいの楽しい時間を過ごしました。

の中、私はどの顔もみんな明るく優しく、長寿村大宜味村万歳と叫びたく
なりました。津波の子供会の皆さん元気に頑張っておじぃ、おばぁを大事
にしてあげて下さいね。今日は本当にありがとうございました。」のコメン
トを残して渡米しました。
吉田春子
津 波

津波小学校正門の松の手入れ

23.1

0.25

10 月８日（火）、いよいよ作業開始です。

10 月７日 （金）

何十年前に植えた松だろうか？
津波小正門の松が四方八方に広がり、枝が正門のレールに掛かり扉

一心療護園

喜如嘉小

一心療護園を訪れた喜如嘉小の児童は先日の運動会でも観客をくぎ付けにした１、 ２年生の組体操 「OH! すし」、

を閉めるのに支障をきたしていました。これが毎朝挨拶運動に参加し

３～６年生のエイサー、 獅子舞を披露。 施設の利用者も迫力満点の獅子舞やかわいい組体操に魅了されました。

ておられる皆さんの話題に上がり、それを見かねた津波こども会の会

その後、 児童たちは利用者のみなさんと一緒にふれあい遊びをしました。

長の平良正二さんが、津波にお住まいの植木職人の小松正美さんに相
談に伺ったところ、快く松の剪定を引き受けて下さいました。
職人の作業ぶりに目を細めた平良さん、どんな形の松になるだろうか？切り落と
した枝は平良さん親子で片付け、あっという間に丸みをおびた松の木に見違えるほ
どに変身しました。今では正門が明るくなり、整然としています。津波小に訪れた
際には、ぜひ見て下さいね。
ご多忙の中、奉仕の精神にお疲れ様でしたと同時に感謝申し上げます。
どんな枝ぶりの松の木に成長するだろうか…、今後が楽しみの一つです。

７

小松正美さん
吉田春子

大宜味人のホッとする話

施設訪問

６

今月の琉歌
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～平成 23 年度放課後わくわく教室～
今年も喜如嘉小学校で「わくわく教室！」が

10

月よりスタートしました。

地域の元気なお父さん山城仁さん、そして、

前教育長の平良宏さんを中心に金城暎芳さんほ

ケナガネズミ（ネズミ科）

か地域の方々や父母、学校の多大な協力の下、

今月の生きもの

毎週水曜日と金曜日の放課後、学習や遊びに楽

しく取り組みます。

喜如嘉っ子わくわく教室

大宜味のカメ
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その名の通り、毛が長いネズミです。日本に生息するネズミ
の中で一番大きく、大人のネズミは頭から尾まで大体６０セン
チくらいになります。尾の先半分が白いのが特徴です♪

芸能の秋に酔いしれませんか？

そんな大きいネズミねんて気持ち悪いなんて思わないで !!

日時：平成 23 年 11 月 12 日（土）午後 2 時～午後５時

実際に見てみるととても可愛らしいですよ。

場所：大宜味村農村環境改善センター

～編集後記～
鳥たちも冬のメンバーに変わりつつあり、 あっという間に冬がきます。 とは言え、 まだまだ暑い日も多く、 いつ衣替
えしようか迷う今日この頃です。
なかなか分かりづらい季節の変わり目ですが、 みなさん風邪などひかぬようご注意ください。

１日（火）区長会

第 16 回しまんちゅ芸能の夕べ

15 日（火）秋の遠足（幼）

お問い合わせは大宜味村教育委員会まで

４４－３００６（担当：藤田）

入場は無料です。ご家族、ご友人お誘い合わせの上、お越し下さい。
第４弾

ものづくり体験団「わんぱく、家をつくる。
」開催

16 日（水）地震避難訓練（大小）

日時：11 月 26 日（土）～ 27 日（日） ※26 日 10 時集合、27 日 10 時 30 分解散

３日（木）文化の日

17 日（木）幼・小・中一斉授業参観日

場所：村農村環境改善センター

４日（金）地区中学校駅伝競走大会

19 日（土）ミニバスケット地区交歓会（～ 20 日）

内容：段ボールハウスづくり（そのまま１泊過ごす）

５日（土）沖縄県民体育大会開催

20 日（日）地区中学校総合文化祭（大中出校）

修学旅行（津小）～２日

（～６日・19 日・20 日・26 日・27 日）
６日（日）わくわく塩屋っ子タイム

23 日（水）勤労感謝の日
森に学ぼう in 大宜味村

７日（月）振替休日（塩小）

26 日（土）わんぱく体験団（～ 27 日）

11 日（金）火災避難訓練（塩小）

27 日（日）村読書講演会

12 日（土）第 16 回しまんちゅ芸能の夕べ
ツールド・おきなわ 2011（～ 13 日）

９

対象：小学１年生～中学３年生（一人でも宿泊できる子）
申込方法：大宜味村教育委員会まで直接電話でお申し込みください。
詳しい日程についてはちらし（村内児童生徒に配布）をご覧ください。
（電話）４４－３００６

担当：倉持

県民体育大会閉会
28 日（月）振替休日（大中）

琉歌・生きもの・編集後記・行事

わくわく教室・お知らせ

８

２０１１年 （平成２３年） １１月１日

大教委通信 No.２０２

教育委員会

新メンバー

10 月１日より教育委員会のメンバーが変わりました。
教育長には友寄景善（前教育課長）が任命され、課長には大嶺実、社会教育係（社会体育係）
には前田悠嗣が配属されました。

新たなメンバーとともに今後とも大宜味村の教育に力を入れ

出

身：上原

趣

味：釣り

生 ま れ：昭和 30 年２月（56 才）
座右の銘：無常
こりをかぶり錆かけている。早めに再開
し釣り談義でもしたい。夏になれば夏が
好き。冬になれば冬が好き。春夏秋冬、
年中好きです。季節に合った楽しみがあ

友寄景善

※釣りはこの５年ほど途絶え、道具はほ

教育長就任のあいさつ

教育長：友寄景善

このたび、 村議会の同意と教育委員会の承認を頂き、 十月一日をもち
まして、 村教育課長を辞任し教育長に就任いたしました。 教育行政の
経験は僅か三年半で、 知識と経験不足は否めませんが、 関係者と力を
合わせて大宜味村教育のため頑張らせて頂きます。
歴代教育長が取り組まれてきた事業をしっ
かり引き継ぎ、 今後の教育
に活かしていくのが最低限の務めだと肝に命じております。
子どもからお年寄りまで、 一人ひとりを大切にし、 個々や世代に応じ
た教育が求められております、 児童数の減少から学校現場の状況は大き
く変わり、 さまざまな弊害が出現しております。 現場の実情 ・実態を
理解したうえで、 将来に禍根を残さないよう、 慎重に取り組んでいか
なければなりません。
教育は地域力 ・総合力だと考えています。 互いに学びあい支え合いなが
ら、 果てしなく続く生涯の一大事業です。
村民の皆様、 これまで同様御支援御協力賜りますようお願い申し上
げ就任のあいさつといたします。

ていきたいと思います。

るから。

10 月からの新たな顔ぶれ

社会教育係の平良一樹さんが
建設環境課へ異動しました。

社会教育係：前田悠嗣
３年半と短い期間ではありましたが、 社
会教育という子供からお年寄りまで幅広い
方々と一緒に事業を行い、 また、 たくさん
の協力を頂き業務に取り組むことが出来た
ことに本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうございました。
異動しても何らかの形で関わっていきたいと
思いますので宜しくお願いします。

教育課長：大嶺実

出

身：喜如嘉

出

身：田嘉里

趣

味：ギター

趣

味：庭いじり

◆一言◆

◆一言◆

教育委員会のメンバーと

村内の子供達の為に

協力しながら頑張ります。

全力で頑張ります。

どうぞ、よろしくお願いし

よろしくお願いします。

ます。
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