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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
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一人一人が主役、村の芸術が大集合

大宜味幼稚園児によるエイサー

プロの作品も出展

～第 39 回おおぎみ展～

受付には大城秀子さんの生け花を
飾らせていただきました

喜如嘉の芭蕉布、宮城奈々さんの個展も見ものでした

11 月９日（金）～ 11 日（日）、塩屋小学校体育館にて第 39 回おおぎみ展が開催されました。
毎年、子どもからお年寄り、初心者からプロまで様々な芸術家たちの作品を披露する場となるお
おぎみ展。９日のオープニングセレモニーでは大宜味幼稚園の園児たちがエイサーを披露し、会場
を盛り上げてくれました。
今年は喜如嘉出身の宮城奈々さんの個展もあり、一層華やかなとなった展示会場。「一人一人が
主役です」のテーマも相まって、今回は昨年を上回るおよそ 190 点もの作品が集まりました。
来年は 40 周年の節目となります。「一人一人が主役」の名のもとに、より多くの作品が出展され、
盛大なおおぎみ展になることを期待しています。
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喜如嘉小より
たくさんの子どもたちが参加 「近代化を進めた人や施設」のポスター

喜如嘉保育所児が好演
劇「大宜味大工」

大宜味
っ
子
た
ち
からのお祝
い

折り紙建築
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大宜味幼稚園より
ビッグな Birth Day カード

旧庁舎米寿祝
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いざと言う時にも使える
平成 24 年度わんぱく体験団

第６回講座

「面白くって、 役に立つロープワーク」

11 月３日 （土）、 国頭村辺土名にある国頭地区行政事務組合消防本部で平成 24 年度わんぱく体験団第
６回講座 「面白くって、 役に立つロープワーク」 を実施しました。
前々から一度はやってみたいと思っていたロープワーク。 洗濯物を干す時のロープを張るのにも使えるし、 トラッ
クに荷物を積む時やテントを張る時にも使えるし、 わんぱくで活用できる結索法が習えるので楽しみな反面、 地
味な作業になるので子どもたちに受け入れられるのか？難しすぎないか？不安な面もありました…

正しいロープの結び方

間違ったロープの使い方 !?

上手にできました !!

逮捕されちゃいました…。

消防隊員から一つ一つ丁寧に
結び方を教わります
米寿祝記念碑
２本のロープをつなぎ合わせる
一重つなぎ

昼休み

みんなで大きな輪を作りました
米米米米米米米米米米米

説明板も設置♪

力いっぱい引っ張っても
はずれません！

琉歌が刻まれています。
基調講演

教わった結び方を活用して
ロープを伝って
向こう岸まで移動せよ

大縄跳び♪
帰りは楽チン♪

楽しぃ♪

清村勉氏について語る
講師の木下義宣さん

ロープ展張開始 !!

シンポジウム

…が、 しかし、 そこは大宜味のわんぱくたち。 消防隊員の話をちゃんと聞いてすぐに結び方を覚え、 休憩中
は習った結索法をさっそく活用して大縄跳びをしていました。
午後は救助体験も実施。 展張されたロープを伝って仲間を助けに行く体験をしました。
ロープワークは普段の生活でもいざと言う時にも両方使えます。 しかも、 ロープワークを使いこなす人ってちょっと
カッコいい。 この日習ったロープワークを練習してちょっとカッコいいわんぱくになってほしいと思います。

米寿の方々から肖りの酒を受ける参加者

３

旧庁舎トーハキユーエー

わんぱく体験団
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みんなに届け、私たちのお話

表現力を養う～

村童話お話大会～

太平國民小

喜如嘉小、台湾台東県太平國民小学校と交流会
喜如嘉小

あっという間に友達に

経験から学ぶ…ふるさとを大切にする心を育む

塩屋小わくわく塩屋っ子タイム

11 月４日（日）、塩屋小学校で「わくわく塩屋っ子タイム」が行われました。
毎年、塩屋小では、大宜味村の４つのキーワード（長寿の里・芭蕉布の里・シークヮーサーの里・ぶ
ながやの里）をテーマに家族や地域の方々も参加し、１、２年生の「生活科」、３～６年生の「総合的
な学習の時間」を利用してわくわく塩屋っ子タイムを行っています。
最後は体育館に集まり、作品発表会と調べ学習の報告会、そして３年生から６年生が作った料理をみ
んなで味わいました。朝早くからの作業にお腹ぺこぺこだった様子の子どもたち。用意された料理はあっ
という間にみんなのお腹に消えていきました。
１、２年生：流木アート
６年生：パンタタカーと魚料理
わさびを大量に…

小さな芸術家たち

熱烈大歓迎 !!
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←イタズラ中

←料理男子→
急増中♪

10 月 25 日（金）、村童話お話大会が行われました。今年は低学年の部が喜
如嘉小学校、高学年の部が塩屋小学校で開催され、村内４校から学校を代表
して男女各１名が出場し、声に強弱をつけたり、身振
り手振りで感情を表したり、表現豊かにお話を披露。
低学年、高学年とも甲乙つけがたい発表が続き、先
生方もじっくり時間をかけて審査を行いました。
村の代表として低学年男子に喜如嘉小学校３年の花田悠馬くん、低学年女子
は塩屋小学校１年の真栄田楓夏さん、高学年男子は塩屋小学校５年の宮城脩斗
くん、高学
年女子は喜如嘉小学校６年の金城
さくらさんが最優秀賞に輝きまし
た。選ばれた４名は 11 月 14 日に
行われた第 20 回国頭地区童話お話
大会に出場。地区大会でも、見事
な発表を見せてくれました。
低学年代表
高学年代表
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トッピングも可愛くしてね

３年生：シークヮーサー料理
すっぱ

息のあったエイサー

鳴り響くサンバのリズム
ＷＡになって踊ろ～♪

４年生：バナナの
蒸しケーキづくり

獅子舞、大人気 !!

５

村童話お話大会・喜小交流会

どの料理もサイコーです !!

開店

11 月５日（月）、喜如嘉小学校に台湾台東県太平國民小学校から 39 名の児童と引率者５名が訪れ、伝
統芸能を通しての交流会が開催されました。
太平國民小学校の児童は打楽器を使ったサンバと伝統芸能のサル祭りを表現した演舞を披露。体育館中
に響き渡る太鼓の音と、目まぐるしく動き回るサンバは圧巻でした。
喜如嘉小の児童は獅子舞とエイサーを演舞し、互いに交流を深めました。それぞれの演舞を見た後は、
童謡の「桃太郎」を一緒に歌って即興で振付をし、両校の児童全員で踊りました。
６年生の青木涼世さんは「みんなと楽しむことができて良かった。サンバや伝統芸能を友だちや家族に
も広めたい。」と感想を述べました。太平小の児童からも「小さい子が踊っているのを見てすごいと思った。」
「エイサーは素晴らしい。」との感想が出ました。

５年生：沖縄そばづくり

そばｓＩＯＹＡ

伝統芸能「サル祭り」

お～いしっ♪

わくわく塩屋っ子タイム
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花いっぱいの津波小に…老人会パワー発揮

津波老人会

11 月８日、９日、津波老人会のメンバー 12 名が津波小学校の
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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。

敷地内にベゴニアを移植しました。準備したベゴニアは 400 鉢。
「自分たちのできることで、地域の学校に貢献したい」という

教育委員だより

思いから作業に没頭するメンバー。朝のちょっとした時間を活用

「さぁー！大太鼓の出番」

吉田春子

し、素早く丁寧な作業であっという間に 400 鉢を植え付けました。
来年の春には学校に色とりどりの花が咲き誇ることでしょう。
今から楽しみです。

夏の夕暮れ、三味線とともに聞こえてくるかけ声と大太鼓の
勇ましい音やヘーシ。近づいてみれば旧盆に催されるエイサー
の練習でした。ウチナーの夏の風物詩です。
去った９月 17 日に大宜味中学校の運動会が行われました。

第 17 回

しまんちゅ芸能の夕べ

その中で大きな見せ場はエイサーでした。村青年会の皆さん
の指導のお陰で、生徒達の太鼓のばち捌きは勇壮で逞しく、見
とれるほどでした。後何年後になるかわかりませんが、男生徒

今年もこの季節が来ました。琉舞に太鼓、ピアノに喜劇…

や女生徒も成人になれば村内で大太鼓にふれるチャンスがある

大宜味村の各種芸能人 !? が今年も一堂に勢ぞろい。

ことでしょう。
大太鼓１つで 81 名全校生徒をビシィーと動かす音の力は不思議なものです。自然と動かされてしまう「演

と

き：平成 24 年 12 月８日（土） 午後２時～

ところ：大宜味村農村環境改善センター
夕べと言うにはちょっと早い時間ですが、ご家族ご友人お誘い合わせの上、ぜひお越しください。

技リーダーによる一打ちの合図」。あるいは人間の手による連打で始まる演技もメリハリがはっきりして、
動かざるをえない場まで追い込まれてしまう、大太鼓にはそんな不思議なパワーがあります。
第 59 回国頭地区陸上競技大会が 10 月６日に幕を閉じました。夏休みから約２ヶ月間猛練習を積んでき
ましたが、成績としては厳しい結果に終わってしまいました。しかし、そんな中でひときわ目立ったのが
応援リーダー太鼓打ちの二年生野球部の宮城浩太君でした。朝９時から午後３時過ぎまで、応援リーダー
の振り付けに合わせ、一生懸命一人で太鼓を打ち鳴らしていて、大丈夫かと声を掛けても疲れを見せない
元気な姿にただ凄い凄いの一言でした。その太鼓の力でこれまでになく充実した立派な応援ができました。

でぃ

き や ～ の たね

たくさんの後輩たちの前で堂々と発表

～宮城浩太くんより～
このコーナーでは日常の学校生活で頑張っている児童

僕は、 地区陸上で大会で応援団の太鼓を担当しました。 最初、 太鼓は
簡単だと思っていました。 だけど、 本番で競技が始まると、 緊張してなか
なか上手いきませんでした。

（の作品、様子）を紹介します。

太鼓の合図で、 応援リーダーの 『オッス』 の声。 更にどこでどの競技が

今回は喜如嘉小１年生の音読会の様子を紹介します。

スタートするかを見て、 太鼓を止めたり、 みんなを立たせたりと多くのことに
気をつかいました。 合図が遅れ運天朝明先生に怒られたり、 思った以上
に難しかったです。 だけど選手が、 頑張っている姿を見ると応援団も負け
ずに頑張って応援しなくてはと思い、 一生懸命太鼓をたたきました。 又、 リ
レーの時、Ｃパートの伊平屋中の友情応援もしました。 みんなの大きな声で、
盛り上がりました。 リレー終了後に伊平屋中の全選手がお礼に来たきた時
は嬉しかったです。 暑い中での応援団でしたが太鼓に思いを込め、 最後までやり切れた事がとても楽しかったです。
大宜味中２年

役になりきりました !!
保育所児からお礼の「あぶしぶながや」
11 月７日（水）、喜如嘉小学校の１年生５名が、喜如嘉保育所にて音読会を開きました。
喜如嘉保育所卒の５名は、たくさんの後輩たちの前で「お口の体操」をした後、自分たちでセリフ
を考えた「けんかした山」を音読。大きな声で表情豊かに役を演じていました。
普段はやんちゃな保育所の子どもたちも、お兄さん、お姉さんの話に引き込まれ静かに聞いていま
した。見事な成長ぶりを見せてくれた喜如嘉小の１年生。これからの活躍に期待です。
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お知らせ・でぃきや～のたね

応援団指導者

宮城浩太 （野球部）

運天先生より

太陽の照りつける暑い夏、ともに陸上練習を頑張った仲間達
選手団に大きなエールを贈る為に､結成した大宜味中学校応援団、三年生男子 ( 松田優哉、大嶺光、安
谷屋綱大）を中心に全大統率の太鼓を浩太にたくし、短期間の練習の成果を十二分に発揮できた地区陸上
大会でした。
成績は男子 21 位、女子 18 位、総合 21 位でした。来年は競技成績ともども 頑張るぞー「オッス」
運天朝明

教育委員だより
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18 日（火）生活発表会（幼）

６日（木）県学力到達度調査（中）～７日

21 日（金）交通安全シークヮーサー作戦

31 日（月）大晦日

13 日（木）修学旅行（大小）～ 14 日

28 日（金）官公庁仕事納

～ 14 日

11 日（火）大宜味中修学旅行

22 日（土）生活発表会（塩保）

修学旅行（塩小）～７日

８日（土）しまんちゅ芸能の夕べ

23 日（日）天皇誕生日

９日（日）村読書講演会

24 日（月）振替休日

ドゥーチュイムニー（独り言）

５日（水）県学力到達度調査（小）～６日

友寄景善
評判を超えた感動的な「フラメンコ」のダンスであった。先日、名
護市民会館で開催された国頭地区中学校総合文化祭の舞台発表の部
で、大宜味中学校の山城香恵・萌恵姉妹の華麗でそして靴底を床に叩
きつけながら踊るリズミカルな「フラメンコ」に魅了された。化粧や
衣装も本場そのものを思わせる本格的なもので、会場全体を異国情緒
に引き込んでいた。
姉妹はフラメンコの先生をしている祖母から習い、六年になるとい
う。現在は遠く離れて暮らしているのでなかなか練習時間が取れず、
ほとんど自分たちで練習しているようだ。チャンスがあれば又観たい。
舞台発表の幕開けは八十名による歌・三線合奏。大宜味中からも十
名が三線や太鼓に頑張っており、郷土の伝統芸能が着実に引き継がれ
ていると実感した。他に、各地に伝わる太鼓や琉球舞踊そして吹奏楽
等の発表があり、中学生の頑張りを頼もしく思った。
本県の学力低迷を吹き飛ばすようなエネルギッシュな発表会であっ
た。
十一月下旬、東京都の雑踏の中で大宜味中出身の今春辺土名高校
※
を卒業したＲ君と偶然に出逢った。
午後六時半頃、周囲から一斉に繰り出してきた数千の人々で込み合
う渋谷の交差点。人込みをかき分けながらスクランブル交差点を渡り
終えた直後、一人の青年が突然目前に現れ合図してきた。一瞬「客引
き」なのかと思ったが数秒後、
「もしかしてＲ君か」と、尋ねたら笑っ
て応えた。バスケットのユニフォーム姿が印象深く、見違えるほど変
わっていたので一瞬戸惑った。彼は、交差点を渡る私を見つけ追いか
けてきたようだ。近況を聞き、ハチ公前で記念写真を撮って別れた。
東京でのこのような出逢いを稀に聞く。辺土名高校に隣接する商店
の今は亡き店主が、東京を旅行中、度々「おじー、おじー」と声をか
けられたそうだ。東京では自分は有名人であると苦笑いしていたこと
を思い出した。
勉学や仕事のため故郷を離れ、県外や外国で暮らす人も多い。故郷
のため何時か力を頂きたい。

リュウキュウコノハズク：フクロウ科

今月の生きもの

25 日（火）終業式（幼・小・中）

～ 20 日

10 日（月）標準学力検査

大教委通信 No.２１５
２０１２年 （平成２４年） １２月１日

「コホッ、コホッ、実はちょっと、風邪気味で…」ってお～い！
これが私の鳴き声なんです。夜になるとみんなのおうちからも

聞こえるかもしれないから耳をすませて聞いてみて。声はよく

通るけど、実はとても小さいの。姿を見たらちょっとびっくり

するはず。みんながよく目にするイソヒヨドリがちょっと太っ

たくらいかな。夜行性の私は餌となる虫たちを探しに出かけま

す。バッタは私の大好物♪食欲の秋（冬 !?）、満喫しなくっちゃ !!

～編集後記～

やっと冬になったなと思ったら、 もう年末です。 サンタさんもお年玉もすぐそこ！ みんながわくわくする時期
がやってきました。 子どもの頃、 サンタさんに頼んだものと違うものをプレゼントされ、 がっかりしたことがあ
ります。 きっと自分のお願いばっかりでサンタ孝行しなかったからだはず。 枕元にコーヒーとお菓子でも置い
てサンタさんをねぎらわなきゃいけなかったな…。

17 日（月）体験の翼事前学習会
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