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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

第 37 回辺土名地区ミニバスケットボール交歓会

塩屋小女子Ａチーム優勝

おめでとう！！

５月 19 日（土）国頭村総合体育館で辺土名地区ミニバスケットボール交歓会が開催されました。
大宜味村からは大宜味小と塩屋小から女子３チーム、男子１チームが出場。東小との手に汗握
る決勝戦を制し、塩屋小女子Ａチームが優勝に輝きました。
塩屋小の女子チームは２年生から６年生まで 15 名で構成されており、週５日、放課後に２時間
の練習を行っています。監督の當銘直樹先生は「決勝戦は１つ１つのプレーに歓声があがるほど
の大接戦で、選手も応援もドキドキの連続だった。子ども達にはあいさつや勉強、家の手伝いな
どをきちんと行った上でバスケをすることと伝えている。普段の生活の成果が優勝につながった。」
と話してくれました。
また、大宜味小男子は３位、宮城麗乃さん（塩屋小Ａチーム）、座喜味小町さん（塩屋小Ｂチー
ム）がハッスルプレー賞を獲得。選手一人一人が力を発揮し、日頃の練習の成果を見せてくれま
した。６月 23 日、24 日には国頭地区交歓会が開催されます。これからだんだんと暑くなってき
ますが、体調管理をしっかりして次の大会に向け頑張ってください。
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第 50 回
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母の日図画・作文コンクール

平成 24 年度わんぱく体験団

佳

入

喜如嘉

作

選

第１回講座

３年

宮城健大

５年

福地嬉楽璃

大宜味

６年

宮城佑喜乃

喜如嘉

３年

福地想楽

大宜味

６年

高江洲択夢

喜如嘉

２年

金城勇斗

宮城天音

石川りりあ

３年

花田悠馬

山城秀剛

平良悠翔

稲福梨緒

大宜味

山城心

安里風真

屋

比嘉銀二

６年

亀井燎

１年

大城優音

島袋悠希

山上爽太

嵩原咲輝

稲福蓮音

島袋茉弥

國吉琴美

金城さくら

２年

上地凉

３年

外園華音

上地希空

５年

松田千尋

吉本恭

６年

大城美月

島袋真也

島袋愛埜

宮城和奏

山川ひまり

３年

宮城千尋

４年

名嘉慶

渡部千波音

照屋瑠音

平良優亜

平良日和理

新城寛真

外園恵太

我那覇結依

金城元汰

平良琉翔

我那覇梨乃

大城愛羅

吉本悠菜

新城はる乃

山城願

当日は天気もよく、絶好の捕獲（川遊び？？）日和。川で遊びたい気持ちを抑えつつ、生きもの
探しに…
鋭い眼差しと野生の !? 勘で次々に獲物をゲット !!

山川ひなた

金城まひろ

志良堂美希

「田嘉里川の生きものをつかまえて調べよう！！Ｐａｒｔ２」

金澤朱里

山城樹

志良堂優希
塩

山口栄智

平良涼凪

５年

活動開始！！

５月 19 日（土）、今年度第１回目のわんぱく体験団が始動し
ました。
今年度は昨年とは変わり（昨年の反省もふまえ）年間を通し
ての団員募集。団員が集まらなかったらどうしようかと少々の
不安もありましたが、開けてびっくり（古い？？）なんと 35
名の団員が…。わんぱく史上最大の大所帯となりました。

平良日菜多

山川瀬里葉
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たくさ～ん遊んで、 たくさ～ん学ぼう♪

入賞者

図画の部
優秀賞
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崎山樹

真喜志康代

我那覇まりん

去年とは川の様子が変わり、生きものが少なくなったかもと不安でしたが、そこは大宜味のわん
ぱくたち（生まれ持った血なのでしょうか？）、ちゃくちゃくと生きものをゲットしまくりました。

宮本琴乃
座喜味小町

何テナガエビ ??

細かいところまでよ～く観察。

作文の部
佳

作

喜如嘉

６年

平良日和理

入

選

喜如嘉

６年

金城さくら

「学ぶ風・育てる風を我が村に」

平成 24 年度大宜味村 PTA 連合会総会

５月 23 日（水）、役場第２会議室において、平成 24 年度大宜味村 PTA 連合会総会が開催され、昨年度
の活動報告、今年度の活動計画、役員選出などが行われました。総会終了後に行われた村 PTA 功労者表
彰式では PTA の使命遂行に尽くし、教育の発展に貢献した５名が表彰されました。

平成 24 年度役員

平成 23 年度大宜味村 PTA 連合会表彰者
会

長

宮城

功光（大宜味中 PTA 会長）

副会長

宮城

貞治（塩

屋小 PTA 会長）

亀井 太愉摩 （喜如嘉小）

比嘉

悟

波小 PTA 会長）

仲原

山城多恵子（喜如嘉小 PTA 会長）

山城

実

孝

（大宜味中）

（喜如嘉小）

崎山

真喜志みゆき（大宜味小）
新城

３

寛

（大宜味小）

寿

（津

（大宜味小 PTA 会長）

事務局

塩

監

喜如嘉小 PTA（福地亮

事

屋小 PTA（教頭

中山盛延）

公民館に戻ってからは捕まえ
てきた生きものを観察して、図
鑑作りと名前調べ。去年のわん
ぱくでも行った田嘉里川の生き
もの観察とオリジナル図鑑作り
ですが、今年は何がどれくらい
班ごとのまとめもバッチリ！！
捕獲できたか、データを残した
いと思いちょっとグレードアップした内容。イーブーと呼んで区別していなかったヨシノボリにもい
ろいろな種類があったり、特徴を見ながらテナガエビを見分けたり、団員たちは悪戦苦闘しながら名
前調べをし、班ごとに今日の成果を発表しました。全班合わせて 352 匹の生きものを捕獲し、そのう
ち 17 種類（287 匹）の名前が判明しました。みんなの力と知恵を合わせてあげた大成果。
今後のわんぱくたちの活躍にも期待が持てる 1 日となりました。

大嶺実）

母の日図画・作文コンクール表彰／村 PTA 総会

わんぱく体験団

２

２０１２年 （平成２４年） ６月１日

塩屋小
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in ウフギー自然館＆国頭体育館

１年生に
しっつも～ん !!

クイナの仮剥製に
触れながらお勉強

みんなでドッヂボール

遠くまで飛んでけ～ !!

こっちも楽々～♪

楽々クリア !!
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食べられてま～す

喜如嘉小
in
海洋博公園
＆
はいっ！

ちっちゃく
なっちゃった !!

ベリーグッドです♪

ようこそ海洋博へ。

村内４小学校春の遠足
お兄ちゃん、ありがとう
一人で食事ですかい？

男女そっくり対決 !!

体育館

おっ、落ちる～っ

５月２日（水）、村内４小学校で春の遠足・１年生を迎える会が行
われました。
海洋博公園やウフギー自然館、やんばる学びの森で沖縄の自然や
生きものについて楽しみながら学んだあと、みんなで元気いっぱい
体を動かして遊びました。
１年生を迎える会では在校生が工夫をこらした楽しいレクや余興
を披露し、楽しいひとときを過ごしました。

津波小

大宜味小

in やんばる学びの森

天気はいまいちだけど
いい風だぜぃ～

in 海洋博公園
くっ、悔しい…

早く
開けたいな。

ゆれる吊橋。プチ冒険 !!

かわいい１年生たち♪

先生、私のおかず
分けてあげようか？

勝負あり
最高です !!

いつになく？真剣な津波っ子。

お弁当タイム♪
おいしい顔大集合 !!

みんなで協力 !!

いつもお世話になってる先生方の福笑い
だれの顔が、できあがったかな？

５

村内４小学校

春の遠足
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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

みなさんこんにちは、ハッピィーうさ小（ぐゎー）やぃびん。今年も
どうぞよろしくお願い申し上げます。
大宜味幼稚園のよい子の皆さん、先日は交通キャラバン隊ご苦労さま。
喜如嘉の国道をにぎやかな声にひかれて道に出ましたら皆さんの元気な
交通安全を呼びかける行進を見ることができて幸せを感じました。梅雨
の中休み、暑い中ご苦労さま。道行き交う人々の心に交通安全を守ろう
という意識を高めたと思いましたよ。

２０１２年 （平成２４年） ６月１日

大教委通信 No.２０９

大宜味中学校新入生歓迎球技大会
４月 27 日、生徒会主催新入生歓迎球技大会が行われ
ました。生徒会顧問の宮城静香先生、副顧問の久貝穣治
先生、生徒会長宮城怜奈さんら執行部８名が率いる全校
生徒 81 名の参加。体育館一杯に歓声が響きました。
大会の趣旨は①新入生を温かく迎え、中学生活に慣れ、
上級生と親しめる。②試合や応援を通して先輩や後輩の
親睦を深め、チームの団結力を養う。③行事を成功させ
る中で、生徒の自主性や創造性を高める ( 後省略 )。

５月、６月はハブも時々交通事故にあっていますね～。今日はハブの話をします。
うさ小の子どもが小さい頃のお話です。

１年生を代表して米須章仁君の選手宣誓で始まり、男女それぞれ、縦割りに３チームを作り、ドッ
ヂボール大会に臨みました。ゲーム中は先輩、後輩の分け隔てなく、体が触れあい、激突する場
面も多々見られました。和気あいあいとした中にも体育館は熱気に包まれていました。今年も誰

お姉ちゃんが４歳、下の男の子が２歳の 10 月頃の話。その日私は上の子に読み聞かせをし
ていました。本棚から約 50cｍ前にお姉ちゃんは床に座り、私も向き合って座っていました。

よりも活躍し、球技大会をどれほど盛り上げてプレーをしたのは誰？狭いコートの中、２時間足
らずという時間の中、いったいどんな珍や好プレーを披露したのでしょう。

本棚の下は５、６cm の隙間が空いていました。その上に本がどっさり積んでありました。私

気になる結果は？？？

の方からもその隙間が見えません。その時、隙間には１m70cm くらいのハブがネズミを飲み

男子の優勝は美豚チーム、女子の優勝はリトルチキン。ハッスルプレー賞は１年生宮城元君、

込んでグ～ス～グ～ス～寝ていたの。そうとは知らず、私はお姉ちゃんに読み聞かせをしてい

福地楽さん。全生徒、全職員が参加し、歓声の中で幕を閉じました！！

ました。そのうち、お姉ちゃんが「母ちゃん、シッコ～」と言って立ち上がり、外に出ようと

お礼の言葉は 1 年生の大嶺建斗君、２年生の嵩原輝子さん、３年生の松田優哉君が感想を交えて

した時、２歳の弟が外から「母ちゃん！！」といって入ってきたのです。そして不思議そうに

述べました。

「母ちゃん、あれ！」と言って指をさしました。その指先を見るとハブがゆっくり私の目の前
を這っていくのです。「ハブだぁ、ハブだぁ！！」と大声で叫びました。
それを聞いた隣のあきー兄さん、勇さんが三つ又のやりを持ってかけつけてきたのです。裏

1 日も早く大宜味中学校の生徒会の一員になってほしいという思いから、1 年生に相応しい賞も
工夫をこらしていました。
宮城生徒会長は「みんなで協力して進める事ができ、又、全校生徒が楽しんでいたので、良かっ

で畑をしていた主人は「大げさな、しょうがない」、姑も「タタミぬ、へり見ちん、ハブに見

たと思います。今年最初の行事を無事に終える事ができたので、今後もみんなで協力して頑張り

える人だからよ～」と言ってなかなか来ません。そのうちに家中にハブ探しに夢中になってい

たいです。」とコメントを残しました。これからも先輩、後輩が仲良く皆が充実した学校生活を送

る他の人たちに悪い気がしたのでしょうね～、やっとやって来ました。

ることを私も期待しています。生徒会執行部の皆さんお疲れ様でした。

吉田春子

もしかしたらと言って雨戸を開けてびっくり！！なんと、雨戸のサンに身を潜めて長く伸び
ているハブを見つけ、ようやく捕えられました。サンにぴったりとへばりついていたんです！

沖縄県民なら知ってて当たり前？？

うちな～クイズ（答え）

ハブは生きているうちに皮をはがされ、はく製に。肉からは油を取り、きずぐすりに使って
います。はく製にされた皮は愛知県のお寺さんに送ったところ、縁起物だといってきれいに装
飾され飾られているそうです。
姑はハブとず～っと同居していたんだと思って、聞いてみたところ「だからよ～毎

Ｑ１．「６.30」と言えば健やか大宜味村。では「７.30」と言えば？
答：730（ナナ・サン・マル）とは、沖縄県において日本への復帰後の 6 年目（1978 年）に、
自動車の対面交通が右側通行から左側通行に変更された日（７月 30 日）のことです。

日夜な夜なねずみの鳴き声が変だったさぁ～。」「わかたん！！」と納得し、「これから

Ｑ２．「５.15」と言えば、沖縄復帰記念日。では「４.28」と言えば？

は安心して寝れるさぁ～」と深くうなずいていました。
お気軽にユンタク・相談に来てください

７

教育相談室：大宜味村役場２階

相談日：水曜日・木曜日（変更の場合もあります）

相談時間

電話：４４－３０３９

：午前９時～午後５時

相談員：山川ゆり子

ハッピーうさぐゎーのほのぼのゆんたく

答：1952（昭和 27）年 4 月 28 日、対日講和条約（サンフランシスコ平和条約）が発効し、
太平洋戦争で敗戦した日本は独立国として主権を回復しました。
その一方で、沖縄・奄美は日本から切り離され、米軍の施政権下に置かれました。
沖縄では講和条約発効の 4 月 28 日は「屈辱の日」として、沖縄返還運動の象徴の日となりました。

大中新入生歓迎球技大会・うちな～クイズ答え
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ドゥーチュイムニー（独り言）
友寄景善

塩屋小学校ミニバスケットボールチームが久しぶり

に優勝した。決勝戦は観戦できなかったが、白熱した

試合を制したようだ。大接戦に勝利するには、技術は

もちろん、メンタル面も大きく作用する。心技体が伴っ

てきたのであろう。父母会や祖父母、家族の応援も大

きな力になったことは言うまでもない。

塩屋小学校チームはかつて国頭地区大会で九連覇を

達成した実績と伝統のあるチームである。次は国頭地

区大会での活躍を期待したい。

村内小学校のスポーツクラブはどこもそうである

が、メンバー集めに困難をきたしている。大きな学校

は五・六年生主体のチーム編成であるが、村内は二・

三年生まで、場合によっては一年生までメンバーに入

れないと出場できない状況にある。

メンバーが集まらず、というよりは児童数の減少に

よりチーム編成ができずに大会に参加できなくなった

学校も出てきた。参加できるスポーツ種目も限定され

てきた。

スポーツがしたくてもメンバーが足りず、やむなく

隣の学校と合同チームを編成することになる。低学年

が選手として出場することも多くなってきた。こんな

状況下で、国頭地区大会で上位の成績を残すのは至難

の業である。

小学一・二年生と五・六年生が同じコートで一緒に

競技するのは好ましくない。身体の発達段階があまり

に違いすぎるし危険でもある。同じレベルの児童同士

で競技させてやりたい。

その方法として、村内の学校が一つになることか？

今月の生きもの

イボイモリ（イモリ科）
ハイサイ♪わたくしイボイモリと申します。
みんながよく見る赤いお腹のシリケンイモリとは違って、
全身がこい茶色～黒っぽい色をしています。おちゃめな顔を
してますが、イモリ科の中ではもっとも原始的な形をとどめ
ていて「生きた化石」と言われることも…。夜に活動するこ
とが多いので、あまりみんなの目にふれることはないかも。
夜の森でひっそり、のんびり過ごしています。

～編集後記～
今年こそ、 ないちゃーの本領を発揮して白肌でいこうと思っていましたが、 ほんのり小麦色の肌に沖縄
の紫外線の強さを実感します。 これからくる夏、 じりじり照り焼きされないよう対策を練っています。 夏
バテより怖い日焼け。 みなさんもお気を付け下さい。
19 日（火）村学校保健委員会①
１日（金）区長会／各種団体ＧＧ大会
海外短期留学第１回合同ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

21 日（木）地区教育懇談会（大宜味小校区）
村ゴルフ大会

７日（木）村学力向上推進委員会総会

22 日（金）地区教育懇談会（喜如嘉小校区）

８日（金）振替休日（大中）

23 日（土）慰霊の日

９日（土）地区中学校夏季総合体育大会（～ 10 日）

24 日（日）喜如嘉小親子で学ぼう

11 日（月）振替休日（大中）

津波小日曜授業参観

13 日（水）海外短期留学第２回合同ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

25 日（月）振替休日（喜小・津小）

14 日（木）地区教育懇談会（津波小）

26 日（火）海外短期留学第３回合同ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

15 日（金）地区教育懇談会（塩屋小校区）

28 日（木）村教委学校計画訪問③（大小）

17 日（日）大宜味中授業参観

29 日（金）村内小３年生・４年生村内めぐり

18 日（月）振替休日（大中）

日本復帰 40 周年大宜味村フォーラム
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