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祝

喜如嘉小６年、嵩原久広君
第 19 回国頭地区童話お話大会で最優秀賞！県大会へ出場決定 !!

10 月 25 日に行われた村内童話お話大会で村代表に選ばれた、嵩原久広君（喜如嘉小 高学年
男子）、嵩原咲輝さん（喜如嘉小 高学年女子）、花田悠馬君（喜如嘉小 低学年男子）、上地希空
さん（大宜味小 低学年女子）の４名が 11 月９日、伊江島で開催された第 19 回国頭地区小中学
校童話お話意見発表大会に出場しました。
各小学校、村を代表として、練習を重ね素晴らしい発表をした４名。その中で嵩原久広君は「野
鳥観察で見つけたぼくの夢」と題し、４年生から続けてきた喜如嘉ターブクの野鳥観察を通じて
出会った研究者や地域の方々の話を聞いたり、大学で講座を受けたりして「好きなことが夢につ
ながること」、「ターブクで行っている野鳥観察が世界につながること」に気づき、将来の夢を力
強く語りました。この大会で久広君は見事、最優秀賞を受賞し、県大会への出場を決めました。
沖縄県大会は 12 月２日（金）に普天間第二小学校で行われます。ますます練習に励み、県大会
でも堂々と自分の夢を語ってくれることを期待しています。頑張れ !! 久広君。
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ニライカナイの風に乗せて 沖縄の伝統文化の香り 世界に届けよう
第 17 回

国頭地区中学校総合文化祭

第 43 回

国頭地区中学校音楽発表会

11 月 20 日（日）、名護市民会館において「第 17 回国頭地区中学校総合文化祭、
第 43 回国頭地区中学校音楽発表会」が開催されました。
「ニライカナイの風に乗せて沖縄の伝統文化の香り世界に届けよう」、最優秀賞に
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沖縄を学ぼう！楽しもう！

～津波小学校５、６年生

修学旅行～

11 月１日～２日、津波小学校の５年生、６年生が県南部へ修学旅行に行きました。
平和祈念公園や琉球ガラス村、沖縄県立博物館など県内の様々な場所を訪れ、学習したり、体験した
りしながら沖縄について楽しく（時に真面目に）学びました。
琉球ガラスづくりに挑戦 !!
いつかは僕もモノレール通勤

輝いた大宜味中学校１年生の渡部遙くんのテーマのもと遥くん、２年生の比嘉明日

学

香さんが司会進行を見事果たしました。地区の文化祭とあって華やかでした。舞台
発表では幕開け（16 中学校参加）に大宜味中学校から三線と太鼓の演奏に出場し
ました。演奏者の歌や音色もはっきり聞こえ、太鼓のばちさばきも乱れることなく
位置も揃ってかなり高い評価。展示
の部では書道、文芸、美術、科学作品、
技術・家庭、特別活動、その他、
中学生とは思えぬほどの作品

司会を務めた明日香さんと遙くん

が一堂に展示され、大人顔負けの作品もありました。
午後の音楽発表では、大宜味中学校２年生が上地翔くんの見事な

楽

みんなで平和について考えます…。
お腹いっぱいで大満足♪

家族に !? 自分に !?
お土産選びも真剣です。

指揮に合わせ「この星に生まれて」を合唱しました。素晴らしい
歌声でした。他の学校は独唱、学年、有志ありでバラエティーに
富んだ音楽発表会でした。この総合文化祭、音楽発表会には大宜

大舞台で練習の成果を発揮 !!

味中学校の全生徒が参加し、ミミグスイ、ミーグスイ、ヌチグス

イをしました。
合唱を指導してくださった音楽科の望月香織先生、司会進行を指導して下さった生徒会顧問の佐久本晴美先

食

ぺんぎんマン現る !!

生、引率をして下さった先生方、総合文化祭や音楽発表会の運営責任者の校長先生、教頭先生、準備片付けな
どなどお疲れ様でした。

吉田春子より

秋の遠足 in ネオパークオキナワ～大宜味幼稚園～
11 月 15 日（火）、大宜味幼稚園の元気な園児たちがネオパークオキナワに秋の遠足に行きました。
園内の動物たちと触れ合ったり、機関車に乗ったり、時には動物の気持ちになってみたり ?? 楽しい一
日を過ごしました。
どうする？
私が案内するわ。 大宜味です…
バリケン
ついてらっしゃい

全中学校による「幕開け」

どちらから？

展示会場には多くのお客さんが詰めかけていました。

大宜味 ホッと News

～ＯＨＮ～ 村出身宮城長信さん、平成 23 年度沖縄県文化功労者受賞
この度、大宜味村大宜味出身の宮城長信さんが今年

さかな

の県の文化功労者として表彰されました。

汽車にのったよ♪

沖縄県文化功労者とは沖縄の芸術文化や文化財保護

ウッキー

の功績にあった団体や個人に贈られる賞です。
長信さんは大宜味村史の執筆や、大宜味村の猪垣の

３

賞名：平成 23 年度沖縄県文化功労者

調査、根謝銘グスクの調査など多くの文化財調査に尽

部門：文化財保護

力し、大宜味村の文化財行政に大きく貢献されました。

出身：大宜味村大宜味

現在も大宜味村文化財保護審議員を務め活躍中です。

ダチョウ

生年：昭和 10 年

76 歳

中学校総合文化祭・ＯＨＮ

沖縄軽便鉄道

修学旅行・秋の遠足

サル？？

一緒にあそぼっ !!
おいしそう
でしょ？

お弁当タイム
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津波区子ども会か
ら来ました。

～平成 23 年度放課後わくわく教室～

津波っ子わくわく教室
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嘘つきました
老人会です…

～山川ゆり子先生とピザ作り～

11 月 16 日（水）、津波っ子わくわく教室でピザづくり
をしました。
この日の先生は教育相談員の山川ゆり子先生。津波っ子
たちは慣れない包丁に悪戦苦闘しながら、具材を切ったり、
色どりを考えながらトッピングをしたり、楽しくピザづく
りを学びました。

自作の歌で観客を魅了

自分たちで作ったピザがどんな風に焼きあがるのか、わ

可憐なベルの音が響く

くわくしながら待つ津波っ子たち。具だくさんで栄養満点
のピザをみんなでおいしく頂きました♪
うす～く
切ろうね。

ピザ職人集合！！

上手だな♪

どんどん
乗せちゃえ♪

まず、始めに
生地を作って…
しばらく寝かせます。

しまんちゅ芸能
元気に可愛らしく

ZZZ…

11 月 12 日（土）、村農村環境改善センターにおいて第 16 回しまんちゅ芸
能が開催されました。今年は例年までとは異なり、午後２時からの開催とな
りましたが、会場には多くの観客が集まりました。子どもたちののかわいい
黒島口説と対照に津波老人会の笑いありの浜千鳥、24 名が奏でる大正琴など

寝かしている間に…

数々の演目が行われ、演者たちは日頃の練習の成果を発揮し、観客に感動を

生地の上に具材をトッピング

具材を切ります。

与えました。

できあがり !!

しまんちゅ芸能は生涯学習の一つです。この芸能が演者の皆さんの生きが

フタ開けてもいいと思う人？

いとなり、長寿の村づくりにつながっていけたらいいと思います。

は～い

力強く、美しく

はやく、
食べたい
この後、みんなでおいしくいただきました。

第５弾

フタをして焼きます。

里の体験団「やんばるふしぎ発見！～植物のちから～」

日時：12 月 1８日（土）10：00 ～１５：３０（予定）
ご先祖さまは大切に～ !!

場所：田嘉里または喜如嘉公民館（どちらになるか未定）

次世代へ受け継がれていく演舞

内容：身近な植物を使ってハンカチを染めます。
対象：親子（小学１年生～中学３年生）
定員：15 名（子どもの数）
材料費：２００円（ハンカチ代として）

５

詳細はちらし（村内児童生徒に配布）にて連絡します。

わくわく教室・お知らせ

しまんちゅ芸能
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村内のホッとな活動をご紹介♪
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ホッと

大宜味人の
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村民が健康で明るく豊かな村づくりをめざて

する話

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。

老人婦人合同スポーツ大会

10 月 30 日（日）、大宜味小学校グラウンドにおいて第 37 回大宜味村老人婦人合同スポーツ大会が開
催されました。
大 中

大宜味中が変容した！？
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23.1

1.10

６月 14 日の陸上結成式終了後。夏季総体を終え、

老人会対抗のゲートボール競争から始まり、縄ぬい競争やありんくりんリレー、恋人さがしなど力よ
り技や面白さ（!?）が光る競技が多く、参加者の誰もが自分の力を思う存分に発揮していました。

開会式

砂川智史先生を中心に職員一丸となって地区中学校

ゴールマーラセー

ラブラブの選手宣誓

スポーツ大会

陸上競技大会、駅伝大会の練習がスタートした。
練習初日のグラウンドを見渡すと、全校生徒の青

名場面 ・ 珍場面

い帽子の光景が焼きついた。
約４ヶ月間の厳しい練習。夏休みの猛暑の中、昨
年までとは違い、全生徒 81 名中 61 名が選手団となっ
た。周りの誘惑にも負けないほどに一人一人が成長した。生徒側から出たい種目へのアピー
ルが殺到、それに答える諸先生方、さらにもっと練習がしたいとの声が聞こえるほどだった。

ゴール目前にして…無念の転倒

若い彼氏ゲット !!

老人のおどり

後輩を引っ張る３年生が終始リードするほどまでに変わった。

お菓子くれなきゃイタズラするわよ

陸上だけでなく学校生活でも、３年生を始め授業への意欲が高まってきたようにも思え
る。各学年にも先輩の影響が大きく、陸上や駅伝を通して大宜味中学校の 81 名は大きくチェ
ンジした。自信や誇り、協調性や達成感を少なからず体験することが出来たのではないか

恋人さがし

と思う。陸上や駅伝のメンバーは、地域の行事や村陸上や老人婦人のスポーツ大会でも活
躍を見せた。
そこで一言

華麗に舞う、かつての美少女たち

「精一杯頑張ってはいるが、まだ余力を見せているので、まだまだ自分の限界を知らない面
が多々ある。来年こそはさらに一丸となって、上位を狙って頑張ろう。」

陽気な

婦人のおどり

ハロウィン !?
ではなく 団体・職域リレー

ゲートボール競争

縄ぬい競争

校長より一言
「保護者や地域の皆さん暖かい励ましや先生方の頑張りで生徒の取り組む姿勢が変わってき
た。子どもたちの可能性は無限に広がっている。地域の宝である子どもたちをみんなで育
てよう。」
保護者や地域の皆さん、差し入れや応援、その他、ありがとうございました。みんな我
が子同様に地域での声かけや激励で育てましょう。

ではなく、おどり終わった後 !?

笑顔で全力疾走 !!

熟練された技が光る

監督の砂川先生は「順位や結果だけが全てではな

４代リレー

い。何事にも一生懸命に取り組む過程が大切と思え

はい、はい
診ましょうね～

う、産まれる～ !!!!

る。」とコメントしている。
ちなみに今年の陸上の成績は男子 15 位、女子 17 位、
総合 16 位。
と、その時…

駅伝の成績は男子 17 位、女子 11 位でした。
吉田春子

７

ゴールはみんなで。全員リレー

大宜味人のホッとする話

老人婦人合同スポーツ大会

ありんくりんリレー

名迷医あらわる !!
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ドゥーチュイムニー（独り言） 友寄景善

「※シタイヒャー」嵩原久広君。国頭地区お話大会
で見事最優秀賞獲得。沖縄県大会も頑張れ。

本人の努力と家族の支え、さらに指導して下さっ

た先生の力も大きい。そして今回の賞獲得は喜如

嘉小学校の地域一体となった取組の結果であり、

皆で喜びを分かち合いたいものだ。

地域に住む野鳥専門家の協力を得、二十数年に

及ぶ野鳥の観察が賞を後押しした。久広君自らの

貴重な体験談には説得力がある。今後とも様々な

ことに挑戦してほしい。

過日、宜野座村で開催された国頭地区ミニバス
※
ケットボール交歓会の応援に行った。村からは大

宜味小の男女、塩屋小の女子チームが出場したが、

残念ながら何れも初戦敗退であった。しかし、プ

レーの際立った選手も数名いた。今後に期待した

い。体の成長とともに競技力も向上していく。基

本をしっかり押さえ、焦らず長期的視点から育て

たいものである。

手前味噌になるが、全日本大学バスケットボー

ル選手権大会（インカレ）が十一月下旬、東京の

国立代々木体育館で開催された。大宜味小ミニバ

スケットボール出身の学生も主力選手として出場

していた。

今月の生きもの
イシカワガエル（アカガエル科）
日本で一番美しいと言われているカエルです。
冬に繁殖期を迎え、「ピョーッ」という、まるでカエルとは
思えない鳴き声で鳴きます。
奄美大島にもイシカワガエルがいましたが、最近の研究で
奄美大島にいるものは新種の「アマミイシカワガエル」とし
て認められ、イシカワガエルは沖縄島だけにすむ固有のカエ
ルとなりました。

～編集後記～
今年も残すところあと１か月。 クリスマスや大晦日などわくわくする行事もまだまだありますが、１年って早いなぁ
と感じてしまう今日この頃です。 １日 1 日を大切に過ごして、 気持ちよく来年が迎えられるといいな。
今年も 1 年ありがとうございました。 引き続き来年もよろしくお願いします。

１日（木）区長会
修学旅行（喜小・塩小）～２日
６日（火）修学旅行（大中）～９日
村生徒指導連絡協議会

16 日（金）体験の翼事前学習会
生活発表会（幼）
18 日（日）わんぱく体験団
ＣＧＧ運動

９日（金）校内持久走大会（大小・津小）

21 日（水）交通安全シークヮサー作戦

10 日（土）地区中学校新人総合体育大会

22 日（木）終業式（幼・小・中）

11 日（日）地区中学校新人総合体育大会

23 日（金）天皇誕生日

ﾔﾝﾊﾞﾙｸｲﾅｶｯﾌﾟ
沖縄県小学生駅伝競走大会
15 日（木）校内持久走大会（塩小）

ミニバスケット冬季県大会（～ 25 日）
28 日（水）官公庁仕事納
31 日（土）大晦日
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