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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

大宜味小５、６年生

第２位

presents

春の遠足 お弁当大会♪

第１位

第３位

５年：崎山新くん
６年：松田千尋さん
６年：吉本恭くん

女の子弁当賞

男の子弁当賞
５年：高江洲韻弥くん

６年：上原正善くん

５年：島袋智史くん

５年：金城優香さん

５年：照屋笑夏さん

５年：高江洲志穂さん

５月２日（木）に行われた、春の遠足。楽しい遠足とともに大宜味小５、６年生の間で手作り
弁当（自分たちで作ったもの）を評価し合う、お弁当大会が開催されました。
それぞれの個性が光るお弁当たち。見た目やバランスなどみんなで評価し合い１～３位までが
決定しました。友だち同士でおかずを交換したり、互いのいいところを褒めたり、いつもとは違
うお弁当の時間を過ごしました。
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まだまだ～ !!

YAMBARU Tarzan 発見！

大宜味幼稚園

春の遠足
立てません…

まいう～♪
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わんぱくたちが大集結！！
平成 25 年度わんぱく体験団

４月 26 日（金）、大宜味幼稚園の元
気な園児 17 名が国頭村の森林公園に
春の遠足に行きました。
公園内の遊具で思いきり遊んだあと
は、愛情いっぱいの手作り弁当を食べ、
笑顔いっぱいの園児たちでした。
足元よ～し !!

２０１３年 （平成２５年） ６月１日

全校朝会ではなく開講式です…

第１弾

「みんなで遊ぼう！！ドッヂビ～♪」

５月 12 日 （日）、 平成 25 年度わんぱく体験団が始動しました。
今年度は （なっ、 なんと） わんぱく史上最多となる 49 名の団員 （小
学校１校分 !? ^_^;）。 開講式当日は 42 名が参加し、 賑やかな開講
式を迎えることができました。

女子のパワーに圧倒されてます
すべらない…

よ～し！
早くも打ち解けた模様です

今回のわんぱくでは 「班の名前と１年間の目標決め」、 「ドッヂビ～」、
「次回のわんぱく （川の生きもの観察） で使う道具づくり」 をしました。
大所帯のため、 初めはどうな
頼りになる６年生
ることかと不安でしたが、 去年か
ら参加していた団員や、 高学年
の団員が自分の班の仲間を引っ
張り、 まとめてくれたおかげで班
の名前、目標もすんなりと決まり、
順調な出だしとなりました。

至福のひととき

「学ぶ風・育てる風を我が村に」

平成 25 年度大宜味村 PTA 連合会総会

目標決めのあとは…みんな待ちに待ったドッヂビ～♪なかなか上手に投げられないディスクに苦戦しながらも思
いきり体を動かして楽しみました。
迫りくる危機

５月 17 日（金）、役場第２会議室において、平成 25 年度大宜味村 PTA 連合会総会が開催されました。

クルクル回るディスク

総会後には平成 24 年度「村 PTA 功労者」表彰式が行われ、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。今年度の役員、平成 24 年度表彰者は以下の通りです。

平成 24 年度
大宜味村 PTA 連合会表彰者
名嘉

善朗

（大宜味中）

福地

亮

（喜如嘉小）

真喜志康教

（大宜味小）

大城

祐之

（塩

屋小）

花城

優子

（津

波小）

表彰される名嘉さん
はさみも上手に使えました☆

受賞者を代表して
挨拶をする大城さん

～平成 25 年度役員～
会

３

長

宮城

功光（大宜味中 PTA 会長）

副会長

渡部

烈光（塩

屋小 PTA 会長）

具志堅朝秀（津

波小 PTA 会長）

安里

順

（喜如嘉小 PTA 会長）

平良

新太（大宜味小 PTA 会長）

事務局

津

監

大宜味小 PTA（高江洲大輔

事

波小 PTA（教頭

宮城裕司）
松田リサ）

大宜味幼稚園春の遠足・村ＰＴＡ総会

午後は次のわんぱくで使う道
具作り。 低学年は箱メガネとわ
な、 高学年はエビとり網を作り
ました。
ネットを針金でなみ縫いした
り、 切りづらいペットボトルをカッ
ターとはさみで切ったり、 慣れな
い作業に苦労しながら最後まで
自分の力で作り上げました。
次回のわんぱくではこれらの
道具を使って川の生きものを捕
獲することになっています。 道具
の出来と団員の腕が試される時
が来ます !!

わんぱく体験団

繊細な一面を見せた男子たち
ちゃんと見えるかな？
上手にできたよ～♪

第１弾ドッヂビ～

２

２０１３年 （平成２５年） ６月１日

塩屋小
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かわいいマルモリたち♪
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つ、詰まってます…

先生、大丈夫ね～？

走り出せ！！

ここで、クイズの時間です。
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ずっとおんぶされてたいなぁ

津波小

歓迎のジャ～ンプ！！

手、離さんでよ～

消しゴム !?

毎日遠足だといいのにね

ぼくの元気の
源です !!

本日の主役☆
楽しいね～

お菓子です…

いいねぇ～

時を芝生をかける少女

at 森林公園

ファイト～

村内４小学校

喜如嘉小
絶対に負けられない戦いが、
そこにはある…

女子会、盛り上がってま～す♪

春の遠足

at 桜の丘公園

５月２日（木）、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。
新学期に入ってから約１か月。少しずつ学校生活に慣れて
きた１年生たちもお兄さん、お姉さんと一緒になって元気いっ
ぱい遊びました。
１年生を迎える会ではクイズや踊り、レクなどが上級生の
進行の下行われ、みんなで楽しい時間を過ごしました。とさ。

いっぱ～つ !!

たかがジャンケン
されどジャンケン

大宜味小
教頭先生は俺達が守る !!
歓喜！！

のんびり行こうよ～
鯉のぼりに負けないぞ～

まだまだ余裕～
だ～る
学校が一番落ち着く～

お兄さん、お姉さん
ありがとう
結構、絡まってま～す

at 海洋博記念公園

たくさん遊んだからね～
たくさん、とったど～

楽チン♪楽チン♪

at やんばる学びの森
５

村内４小学校

春の遠足
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村内のホッとな活動をご紹介♪

「第 51 回母の日の図画・作文コンクール」入賞者
優秀賞

大宜味

２年

宮城和奏

佳

喜如嘉

３年

石川りりあ

大宜味

１年

溝川唯花

喜如嘉

３年

宮城天音

知念珠里亜

６年

嵩原咲輝

福地嬉楽璃

１年

金城英城

與那嶺りる

２年

大城優音

３年

大城愛羅

入

選

大宜味

する話
津 小

金城勇斗

山城願

平良優亜

優秀賞以上の作品は５月７日～ 12 日までリウボウホー
ルで作品展が開催されました。12 日に行われた表彰式に
は学校を代表して大宜味小の宮城和奏さん、喜如嘉小の

佳

作

喜如嘉

６年

平良優亜

入

選

喜如嘉

６年

山城願

平良優亜さんが出席しました。
入賞者のみなさん、おめでとうございます !!

教育相談室では、 悩みを抱える方が気軽に活用出来るよう、 メンタルケア心理士が在室し
下記の通り開室しております。

教育相談室

悩みがある時にはお気軽にご利用下さい。
電話相談

44－3039 （専用電話）

来室相談

E-mail
soudan@vill.ogimi.okinawa.jp

訪問相談
メール相談

相談時間：毎週火曜、木曜
９：００〜１７：１５

ひ みつ げんしゅ

※秘密厳守ですので、
き がる

（都合により変更有）

場

そうだん くだ

25.５

.21

「今年は何台分収穫、できるかな？」

金城玲花

教育相談室より

所：大宜味村役場２階

気軽にご相談下さい

（階段上り、すぐ左の個室）

ホームページ

ogimi-soudan.jimdo.com

教育相談員 ： 前田悠嗣
社会教育係より「ぶながやの里生涯学習講座」開催のお知らせ

☆

大宜味村教育委員会では平成 25 年度より「ぶながやの里」地域人材育成支援事業として、大宜味村の自然
や文化・社会への興味関心を培うと共に、地域リーダーとなる人材の育成を図ることを目的とした
生涯学習講座を開催いたします。
やんばるの魅力を新発見・再発見できるような講座や趣味や知識の幅を広げられる講座など企画
していきますので、気の合う仲間や家族と一緒にお気軽にご参加ください。
詳しくはちらしをご覧ください。

７

大宜味人の

山川ひなた

作文の部

☆
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ホッと

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。

図画の部
作
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母の日図画・作文コンクール・お知らせ

今年もスイカの苗の植え付けの時期となりました。
スイカの植え付けを始めてから早 13 年余。ＰＴＡ会長の具
志堅朝秀さん、副会長の高江洲竜二さんらが先月、植え付け
の準備として、畑のうね作り、苗の注文、マルチ敷き、敷き
草すすきの準備をして下さり、31 名の全児童が慣れた手つ
きで、スイカ苗の植え付けをしました。
今では、五十センチほどに成長し、雄、雌花が咲いて、七
月頃には、完熟したスイカが顔をのぞかせることでしょう。
昨年はカラスではなく、何者かにスイカが盗まれてしまい、
その現場を見た児童は泣き…実に情けないことがありました。日々観察し、楽しみにしている
矢先の出来事に全児童はショックを受けていました。これまで収穫されたは毎年一輪車の７、
８台分にもおよび、いっしん、公民館、日頃さんしん指導で世話になっているマリンレストラ
ンや児童の家庭にお土産として配っています。これも全てＰＴＡ役員と保護者の誠心誠意の賜
だと思います。
又、昨日有銘小中学校田中隆史校長先生もスイカ畑の視察に見えていました。
保護者の皆さんには、毎年ジャガイモの堆肥作り、うねやその他の世話もしていただいてい
ます。色々有難うございました。お疲れ様でした。

「花、花、花で埋めつくされた津波校区国道沿い♪」
毎朝、白浜民生員の宮城広実さん、津波民生員の松本富
士子さんが花壇の周囲の草取りや保清、あいさつ運動にボ
ランティアとして頑張っています。毎朝児童と挨拶をかわ
し、笑顔も素敵です。
四方から聞こえる児童のあいさつに笑顔で応えてくださ
るドライバー、挨拶の習慣、影響ってすごいです。最近に
なり江州部落が「いっしん」の前に集まり、団体登校をす
るようになりました。津波国道沿いの色とりどりの花、花、
花、花、宮里邦治さん宅の国道沿いも又、花、花、花、花、大宜味村の部落の入り口である津
波を花で癒し、「部落を作り上げよう～～～～～～～ !!」がメインテーマでしょうか (^_^)v
これまでは職員と児童が一緒になり国道沿いの花壇の世話をしていましたが、毎年児童が減
り、分担区域が広範囲に広がり、校庭の草取りや花壇の世話も四苦八苦していましたが、津波
老人会長の嶺井政勝さんが２～３日がかりで正門の花壇の草取りをしてくれ、本当にありがた
い限りです。今では草一つ見られなくなりました。あと１週間もすれば又、新しい苗が届くか
と思います。一瞬ではありますが、国道を走るドライバーの皆さんの心を癒す場でもあると思
います。
津波小学校

大宜味人のホッとする話

吉田春子
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海外短期留学生第３回ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

13 日（水）海外短期留学生第２回ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

村ゴルフ大会

16 日（日）大宜味中日曜授業参観

26 日（水）村教委学校計画訪問①（喜小）

17 日（月）振替休日（大中）

27 日（木）地域教育懇談会（塩屋小校区）

19 日（水）教育庁学校計画訪問（大中）

28 日（金）地域教育懇談会（津波小校区）

20 日（木）地域教育懇談会（喜如嘉小校区）

29 日（土）第２回わんぱく体験団

友寄景善

10 日（月）振替休日（大中）

ドゥーチュイムニー（独り言）
今年も「わんぱく体験団」の事業がスタートした。二〇名の定員に、
申し込み者は過去最多となる四九名で、村内小学生の三人に一人が
申し込んだことになる。全校生徒の半数が申し込んだ学校も二校あっ
た。ちなみに学校ごとの在籍児童数は、喜如嘉小三七名、大宜味小
三二名、塩屋小四七名、津波小三一名で、今回新たな学校が生まれ
た感じである。
定員をオーバーし、主催者として対応に少しの困難を伴うが嬉し
い事である。大所帯なので教育委員会の職員だけでは対応が厳しく、
若手の役場職員や村外からも協力を頂いている。小学一年生を含め
低学年の加入も多く、応援団（補助員）は多い方がいい。事業がスムー
ズに、そして安全に遂行できるよう、保護者を含め大勢のご協力を
お願いしたい。
この事業は「わんぱく体験団」の名のとおり、学校や地域家庭で
はなかなか体験できないことを体験させている。体験内容は、親し

24 日（月）振替休日（津小）

８日（土）地区中学夏季総合体育大会 ～９日

津波小日曜授業参観

７日（金）各種団体ＧＧ大会

みやすく面白く、ためになり、又団員の意見や要望等も取り入れ、
興味深い講座を実施して来た。村内の各学校から集まった団員が仲
良く、とても楽しそうに取り組んでいる。年六回の講座を計画し、
内容も「わんぱく」そのものとなっている。
六月二九日には田嘉里川で第二回目の講座を行う。エビやカニな
ど、川の生きものを捕まえて観察・調査する。じっくり観察し、そ
れをスケッチして自分たちだけの図鑑も作る。エビ取り網、捕獲用
の仕掛けや観察用の道具は、第一回講座の時に、皆で手分けして製
作した。
中学時代、山間の水田にカニやエビを捕りによく出かけた。祖父
に習ったが、ゲージと呼んでいた細長い植物の穂先に、近くで捕っ
たミミズをくくり付け、カニが潜んでいそうな横穴にミミズを出し
入れしておびき寄せ、棲みかからカニが這い出してきた瞬間、素手
で真上から素早く抑え込んで捕らえた。勿論食べる目的であった。
エビは釣りの餌ともなった。

ムラサキオカヤドカリ：オカヤドカリ科

今月の生きもの

21 日（金）地域教育懇談会（大宜味小校区）

海外短期留学生第１回ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

３日（月）区長会
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こんばんは。私たちムラサキオカヤドカリです。
ただいま、食事の真っ最中。雑食性の私たち浜に打ち上げられた
魚の死骸やアダンの実や植物の葉、人間が出す残飯（本当は出して
ほしくないけど）まで何でも食べます。なので「浜辺の掃除屋」と
呼ばれることも。よく、魚釣りの餌なんかにされちゃう私たちです
が、実は国指定の天然記念物なんです。身近な天然記念物の私たち。
優しく見守っていてほしいなぁ。

～編集後記～

梅雨のじめじめ、 夏のじりじり （日差し）、 人にとっては不快に感じることもありますが、 生きものたち
にとっては恵みの雨、 太陽となります。 嫌に感じるこの季節。 発想を転換して明るく乗り切りましょう !!

村キャリア教育推進月間 ～７月

22 日（土）国頭地区ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ交歓会 ～ 23 日

家庭学習強化期間 ～６月

23 日（日）慰霊の日
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