２０１２年 （平成２４年） ７月１日

大教委通信 No.２１０

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

平成 24 年度全九州高等学校体育大会 ボート競技
平良里佳さん、女子シングルスカル２位 獲得！！

６月 16 日、17 日に鹿児島県（鹿屋市大隅湖漕艇場）で行われた平成 24 年度全九州高等学校
体育大会ボート競技で辺土名高校ボート部の平良里佳さん（塩屋）が女子シングルスカルで２位
に輝きました。
将来、警察官になりたくそのための体力づくりでボートを始めたと言う里佳さん。塩屋湾での
練習を中心に、雨の日もトレーニングルームでの体力づくりをするなど土日も関係なく日が落ち
るまで、毎日練習に励みました。土日の練習では１日の総距離で 30km を超えることもあるそう
です。今回の大会の勝因は「毎日の練習の積み重ねのおかげ」と話し、次の大会となる平成 24
年度国民体育大会第 32 回九州ブロック大会では「焦らず、自分の漕ぎを精一杯頑張る。」と笑顔
で話してくれました。
九州ブロック大会は７月 20 日から 22 日にかけて塩屋湾で行われます。たくましく育った大宜
味っ子の活躍を目の前で見ることができます。みなさん、ぜひ応援にいらしてください。

１

２０１２年 （平成２４年） ７月１日

第 19 回
第 22 回
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大宜味村各種団体グランドゴルフ大会
大宜味村老人クラブ連合会グランドゴルフ大会
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玉那覇長英氏

春の叙勲（教育功労）受章
６月 20 日（水）、県教育長室において叙勲伝達式が行われ、

玉那覇長英氏が春の叙勲（瑞宝双光章）を受章しました。

６月８日（金）、大宜味村各種団体グランドゴルフ大会、大宜味村老人クラブ連合会グランドゴルフ大
会が開催されました。暑い日中の競技にもかかわらず、今年は老人会が素晴らしい活躍を見せ、各種・
総合ともに老人会が優勝～３位に入賞しました。また「がんじゅう賞」に輝いた大兼久の平良澄子さん
は「健康でいることが何より大事！」と話し、元気に「百歳節」を披露してくれました。

団体戦
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瑞宝章は「国及び地方公共団体の公務」または「公共的な
業務」に長年にわたり従事して功労を積み重ね、成績を挙げ
た者を表彰する場合に授与されるものです。玉那覇氏は喜如
嘉小学校校長や大宜味中学校の教頭を歴任されるなど、40 年

老人会・総合ともに！！

余の長きにわたり沖縄県教育振興のためにご尽力されました。

優勝

２位

３位

みんなを笑顔で見守って・・・
大宜味の児童、生徒の交通安全とともに毎朝、あいさつ運動で元気を
くれている、大宜味中学校心の教室相談員の吉田春子先生、大宜味老人会、
大兼久老人会がこのほど交通安全功労者、交通安全優良団体として名護
署で表彰を受けました。
春子先生は毎朝、津波小学校前にある信号機で登校してくる児童の交

大宜味区老人会（スコア：270）
参加チーム

38 チーム

参加者

228 人

通安全を見守ってくれています。先生は、
「子どもたちが信号を渡った後、

謝名城老人会Ｂ（スコア：255）
津波区老人会Ａ（スコア：271）
本部席よりお知らせします。
これから玉が出ます。

信号待ちしている運転手さんに大きな声でありがとうございました !! と
お礼のあいさつをする。それに笑顔で答えてくれる姿を見ると嬉しい。」と笑顔で話してくれました。
あいさつ運動を通して、子どもたちの安全を見守ってくれている地域の方々。そんなみなさんへの感謝の気持
ちとして元気いっぱいあいさつしてくださいね。

（各種団体＋老人会）

夏だ！プールだ！伸ばせ！自己記録！！
６月１日（金）、喜如嘉小学校でプール開きが行われました。
５月 21 日には４小学校の PTA によるプール清掃が行われ、保護者、先生方、

入るか、入らないか…

地域の方々がすみずみまで清掃し、ネット（雨や日差し、虫などをよけてく
れるネット）もかけてもらいました。
強い日差しもなく、寒くもない絶好のプール日和となったこの日。早くプー
ルに入りたい気持ちを抑えつつ、プールに入る時の注意を熱心に聞き、念入

１年生、初めてのプール♪

りに準備体操をした後、プールに入りました。
この日は記録会が行われ、１年生から６年生まで学年ごとに記録を取りま
した。水に顔をつけるのにも抵抗がある子、すいすい気持ち良さそうに泳ぐ

将来は遼君 !?

子、みんなの応援で力をもらって 50ｍ泳ぎ切る子

いつも元気な澄子さん♪

個人戦

優勝

前田考昌（謝名城Ｂ）

優勝

与那嶺結依（根路銘）

２位

大城キヨ（謝名城Ｂ）

２位

高江洲択夢（根路銘）

３位

山川絹江（大兼久Ｃ）

３位

吉本ゆうな（大宜味）

婦人会

成人会
前田正則（大兼久）

優勝

宮城

久子（ヌーハ）

優勝

宮城光一（大青会）

２位

金城久信（喜如嘉）

２位

平良

祐子（ザ謝名城）

２位

平良姿野（大青会）

３

島袋

晃（大兼久）

３位

千住美和子（塩屋）

水を得た魚たち。

ました。

これから１か月、健康増進と体力づくりの
ためプールの授業が行われます。
あっという間に水と友達になってしまう子

青年会

優勝

３位

それぞれが自分のベストを尽くした記録会となり

子供会

老人会

３位

前田文彦（大青会）

グランドゴルフ大会

供たち。１か月後に行われる記録会での成長
が楽しみです。プール清掃に協力してくれた、
保護者の方々、先生方、地域のみなさん、あ

よ～い、どん !!

水と友達になること。
りがとうございました。
泳ぐための第一歩です。

春の叙勲・表彰・プール開き

２

２０１２年 （平成２４年） ７月１日
大宜味 ホッと News

大教委通信 No.２１０

学推委員会よりお知らせ

～ＯＨＮ～

夕方の放送が替わりました。

すでにお気づきの方も多いと思いますが、夕方の６時 30 分に行政無線で放送されている、夕方の帰
宅時間を告げる放送が６月７日より変わりました。
新たなナレーターとして大宜味村が誇るハルサーミュージシャン、アイモコさんを迎え、これまでの
優しく落ち着いた感じの放送から、明るくポップな感じの放送になりました。
放送の中で流されている曲は、大宜味村学力向上推進テーマソングの「ともだちの木」です。子ども
たちへ帰宅時間を知らせる放送のためにアイモコさんが作ってくれたこの曲は、国道沿いにあるともだ
ちの木（フクギとオキナワキョウチクトウ）がモチーフになっています。
気になっている方も多いのでは？ということで、今回「ともだちの木」をみなさんにご紹介します。
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子どもたちの「学ぶ意欲」を向上させ、自己実現への基礎を培う
６月７日（木）、大宜味中学校体育館において、平成 24 年度大宜
味村学力向上推進委員会総会（今年度から名称が変わり、学力向上
対策委員会から学力向上推進委員会になりました。）が開催されま
した。
総会では学校教育部会、家庭・地域教育部会、学推事務局からそ
れぞれ今年度の活動計画が提案されました。
学推事務局からは昨年度の課題として学習意欲や目的意識の低さ、基礎的・基本的事項の未定着と
活用力などが挙げられ、平成 24 年度は「幼児児童生徒一人一人の「学ぶ意欲（チャレンジ精神」を向

ともだちの木

上させ、自己実現（自立）の基礎を培う」ことが目標に掲げら

作詞・作曲

アイモコ

放送のバックミュージックでかかっている「ともだちの木」の

今日はあんまりできなかったことが

できるようになるといいな

少しずつ足してゆこう

今日という日は二度とない
１つずつ

山にいだかれ

ともだちの木のように

「一生懸命やれば、何でもできる」 ～先輩に学ぶ講演会～
総会後には村喜如嘉出身の宮城奈々さん（県教育委員）による講演会「私の

乗り越えて夢を咲かせよう

一緒に伸びてゆこう

歌を一足先に聞き、みんなで一緒に歌いました。

明日の準備

なりたい自分に必要なものを

１つずつ

る村学力向上推進要綱くがにープランも公表されました。
総会の中では、この日より替わった夕方の帰宅時間を告げる

太陽を見送りながら家路を急ぐ

星空をまねき入れながら

れました。また、新に平成 24 年度～ 28 年度の５年間で展開す

選んだ道～染織作家としての歩み・夢～」が行われました。
小さいころから絵を描くのが大好きで没頭するのが何よりも幸せだったと

海を見つめる

固い友情でスクラム組んで一緒に伸びてゆこう

言い、外で遊ぶのも大好きだった奈々さん。コンクールに出す絵を描くため、
放課後教室で作業させてくれたこと、喜如嘉のおばあさんたちのウービキ作業
を見ていたこと、自然の中でのびのび遊んだことなど、喜如嘉での活動すべて

好きなことだけをするほうが
苦手なことにチャレンジしたら
望みどおりにならなくても
根っこが太く

が自分のアイデンティティーを作ったと話してくれました。

楽しいけれど
もっともっと楽しくなるよ

無駄なことじゃない

強くなってゆくから

やってみよう

奈々さんは「周りから何を言われようと自分が好きなことがあればとことん挑
戦してほしい。」と後輩たちにエールを送りました。

折れない枝になる

講演の後は奈々さんの作品やカポックというインドネシアの植物からとった綿に触れたり解説しても
らったりと和やかな時間が流れました。

「今日」は「未来の始まりの日」
やってみよう

中学、高校、大学、社会人になっても常に夢を追い続け、染織作家となった

生徒会長の宮城怜奈さんは「奈々さんの講演を聞いて、スポーツをするのにも勉強が必要ということ

これまでの自分をこえてみよう

※一緒に伸びてゆこう

山にいだかれ

ともだちの木のように

固い友情でスクラム組んで一緒に伸びてゆこう

がわかった。私達も見習って頑
張りたい。お弁当に入っていた

海を見つめる

サンマの尾っぽや昆虫のガをデ
ザインに使うなど、身近なもの

※くりかえし

を見てデザインが思い浮かぶの
がすごいと思った。」と感想を

一緒に伸びてゆこう

５

述べてくれました。

大宜味 ホッと News

学力向上推進委員会総会・講演会
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教育委員と聞いたら「厳格」とか「お堅い」とかそんなイメージはありませんか？
大宜味村への熱い思いを持ちつつ、実は気さくな先生方。このコーナーではそんな先生方の教育に
対する思いや地域への思いなどを様々な形で紹介したいと思います。

７月から教育相談員が変わります。
いつも優しく、 時にお茶目でみんなを笑顔にしてくれた大宜味村の教育相談員
の山川ゆり子先生が６月をもって退任されることとなりました。

教育委員だより

７月からは池原伸子先生が教育相談員として就任いたします。 やる気いっぱいの
伸子先生。 すぐにみなさんの頼れる存在になると思います。
ゆり子先生ありがとうございました。 伸子先生よろしくお願いいたします。

開会式：９：００～

競技開始：９：３０～

場所：大宜味小学校グラウンド

ご家族、ご近所、ご友人お
誘い合わせの上、元気な大宜
味っ子たちの活躍を見に来て
ください。

水泳教室

プール開放

期間：８月６日（月）～ 10 日（金）予定

花づくりが好きになるまで

池原弘明

私が花づくりや農業に興味を持ったのは、小学校高学年のころであったように思います。当時の喜如
池原伸子先生

第９回 元気！おおぎみ リクジョっ子大会
日時：平成２４年７月７日（土）
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嘉小学校は牛、豚、山羊、にわとりが飼育され、茶園、水田などがあり農業生産教育が盛んでした。田
嘉里区の生徒は、各家庭でも農業の手伝いをしていたので、各自得意になって農作業を頑張ったように
思います（文教局の生産教育実験学校、緑の学園運動の流れがあり、多くの学校関係者が本校を訪問し
ているころであった）。
当時は、新天地を求めて田嘉里区から八重山へ移民した人々がパイン栽培で成功し、豊かさのお裾分
けとし故郷の田嘉里区民にパイン栽培を勧め山地開発が盛んになり、頑張れば豊かになれると実感した
時でもあったように思います。そんなこともあってか、６年生の１学期には、学校の裏山の耕作されて

日時：７月 23 日（月） ７月 30 日（月）

時間：午後２時～３時 30 分

７月 31 日（火） ８月１日（水）

場所：喜如嘉小学校プール

８月３日（金）

対象：小学生以上

８月８日（水）

８月６日（月）

いないススキだらけの畑を開墾することになり、自分の好きな野菜を育てることになりました。荒れた
畑を作物がつくれるようにするのは大変なことでしたが、私は、シブイ、なすび、ゴ～ヤ～を植えました。
弁当（まだ給食はない。給食は２学期の途中からと記憶する）を食べ終えると、裏山の自分の畑に手入
れや水やりに一目散にかけあがり、その甲斐あってシブイとなすびは大豊作、担任の先生から先生方が
買うと聞き、職員室の黒板の前に置いて売ることになりました。代金は何円なのか期待は膨らんだが、

定員：20 名（先着）

時間：午後４時～５時 30 分

その日は代金はもらえず後日ということになりました。数日後に、売れたかなと職員室をのぞくと、確

参加料：100 円（安全保健未加入者）

場所：喜如嘉小学校プール

かにシブイとなすびは職員室からなくなり売れていました。しかし代金はいつまでたっても支払われる

対象：小学生以上（保護者同伴が望ましい）

ことはありませんでした。その後、野菜の代金を請求するため職員室に行くと「シブイは、先生皆で豚
のソーキ汁に入れて食べたよ。大変美味しかった」と誉められたのでお金を下さいとは言えなくなりま

～お詫びと訂正～

した。それ以降、先生方を見ると「シブイの代金は何時くれるのか」と先生に対する不信感も芽生えて

先月号の「第 50 回 母の日図画・作文コンクール入賞者」中で入賞者、主催・共催の
記入もれがありました。お詫びして訂正いたします。

第 50 回

母の日図画・作文コンクール

入選 大宜味小２年

松田鈴さん

しかし、これまで勉強があまり得意ではなく、ごく普通の平均的な児童である私が、同級生の誰より

入賞者

主催：琉球新報社、デパートリウボウ

図画の部

きたように思います。
も大豊作をした体験は、何かに一生懸命頑張ればできるのだという自信と自分が好きなものは何か、何

共催：沖縄県造形教育連盟

平良明日香さん

金城一美さん

を目指したらよいのか、将来への希望を与えてくれたできごとであったように思います。それからは、
家で農業の手伝いを積極的にするようになり、中学１年生の時には、「北部農林高校に進学し、みかん
農家として頑張ろう」と思うようになりました。また、自然と草花への関心も高まり、
中学時代を通して草花の種子を買って播種して育てたり、山野を駆け巡り野生のグラジ

第２回白浜ナイトキャンドル

オラスの球根や鉄砲ユリの球根を集めたりもしました。特に鉄砲ユリは、一本の茎から

日時：平成 24 年 7 月 7 日（土曜日）12 時～ 22 時 （雨天中止）
場所：大宜味村字白浜区
参加費：大人 500 円・中学生以下 300 円・6 歳以下無料
マングローブの苗プレゼント！
こだわりの店も出店 !!
※飲食・カヌー体験は別途料金
・大宜味産蕎麦 100％和そば（根路銘食堂）
いろいろな体験ができるよ♪
・手作りベーグルサンド（TERANGA）
手作りキャンドル、ナイトウォーク
・アジアのっけもりごはん（アジア食堂みのり屋）
カヌー（別途料金）
など
・ソフトドリンク・ビール（フェルマータ）
・蜂蜜製品販売（蜜蜂ファームときわ）
連絡先：090-9584-6717（親川）
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お知らせ

より多くの花を咲かせる大きな球根にするためにはどのように育てればよいのか、肥料
の与え方等を工夫したものです。確か、一本から 80 花程度までは咲いたと思います。し
かし当時中頭では 200 花以上も咲いたと報道されたように記憶しています。
中学３年になっても進学希望先は第一希望が北部農林高校でしたが、進路の最終決定
の段階になって突然父親から近くの高校へ進学するように進路変更を迫られました。その大きな理由は
「子供を一人で名護へ出すことが不安である」とのことでした（当時は名護で下宿するか、高校の寮に
入るのが前提であった）。やむなく、近くの高校を受験することになったが、一時は白紙の答案を提出
しようかと迷いもあったが、さすがに白紙の答案の提出はできず、不本意ながら自宅近くの高校へ進学
することになりました。

教育委員だより

（１月号へつづく…）
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ドゥーチュイムニー（独り言）
友寄景善

玉那覇長英先生、叙勲受賞誠におめでとうございます。

喜如嘉小学校の校長先生を最後に定年退職されるまで、

実に四〇年の長きにわたり教育振興にご尽力されました。

退職の翌年からは、村身体障害者協会の会長に就任さ

れ、昨年度までの一八年間組織をリードし、障害者の社

会参加と親睦に尽力されました。又県身体障害者福祉協

議会の役員や相談員、さらに村教育相談員を務められる

大教委通信 No.２１０

など、多方面において精力的な活動に取り組まれてきま

した。

県教育庁での叙勲伝達式に臨む前、待ち合わせ場所の

県庁ロビーで先生から直接お手紙を頂きました。喉の手

術を余儀なくされ、声を出すのが辛いようで、事前にお

手紙を用意されていました。それには「以前のように元

気でしたら、一杯の祝杯をあげるのが本意でしょうけど、

この容態では、どうすることもできません。生き長らえて、

叙勲を頂けるのは、支えてきた人たちのおかげだと思っ

ています。酒を飲んで大声を出して、ホラを吹いていた

ころとは違って、思いもよらぬ病魔に襲われ、療養中で

あります。」と、祝杯をあげられないことをとても残念がっ

ていました。

ところで先生は周知のとおり、際立ったキャラクター

の持ち主です。歯に衣着せぬ言動は、明快に物事を言い

当て痛快でもありました、自分を飾ることなく、威張らず、

構えず、誰とでも気さくに接して下さいました。いやみ

を言われても不思議と後腐れがありませんでした。喉の

回復を待ち、又ユンタクしたいものです。

県庁での叙勲伝達式を終え、別れ際に「帰ってから祝杯

をあげます」と声をかけましたら、手を上げて微笑んで

くださいました。

２０１２年 （平成２４年） ７月１日

ナナホシキンカメムシ（キンカメムシ科）

今月の生きもの

こんにちは♪メタボリック…いやいや、メタリックな姿でお
馴染みのナナホシキンカメムシです。
背中に７つの点があるのでナナホシキンカメムシと言う名前
がついたそうですが、点が６つや８つ点の個体も結構います。
カメムシにしては大きくて２センチくらいあります。あまり
にきれいで宝石と例える人もいるそう。でもきれいだからって、
捕まえると臭いからね…。観察するだけにしておいて。

～編集後記～
梅雨も明け、 暑～い夏が来ます。
子どもたちが楽しみな夏休みもすぐそこ！
羨ましい限りです。 あの頃に戻りたい…。

「大宜味村育英会へ」
津波区
故母

吉田

一弘様

金一封

吉田貞子さんの香典返しとして
平成 24 年６月 14 日寄付

２日（月）区長会
夢・語るウィーク（～６日）

15 日（日）村球技大会

３日（火）村教委学校計画訪問（幼・給セ）

16 日（月）海の日

５日（木）村生徒指導連絡協議会②

17 日（火）体験の翼事前学習会

村ゴルフ大会
６日（金）喜如嘉保育所夕涼み会
７日（土）第９回リクジョっ子大会
８日（日）郡ソフトボール大会

20 日（金）国体九州ブロックボート競技（～ 22 日）
一学期終業式（幼・小・中）
21 日（土）国頭郡軟式野球大会
村学推家庭・地域教育部会（視察研修）

９日（月）体験の翼入団式

23 日（月）プール開放

10 日（火）村老連ゲートボール大会

25 日（水）西会津町体験の翼受入（～ 27 日）

海外短期留学激励会
12 日（木）青少年の深夜徘徊防止及び
未成年飲酒防止大宜味村大会

29 日（日）村ボウリング大会
30 日（月）プール開放
31 日（火）プール開放
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