２０１４年 （平成２６年） ２月１日

大教委通信 No.２２９

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
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村長から直々に記念品贈呈

成人者代表の挨拶

2014 年

午年

大宜味村成人式

１月４日（土）、村農村環境改善センターにおいて 2014 年午年成人式が行われました。今年
の成人者は 32 名。成人式当日は 26 名の成人者が集まり、逞しく、美しく成長した姿を見せて
くれました。
成人者代表あいさつでは、山口県の大学に通っている友寄景涼さ
んが「大宜味村を離れてはじめて、今まで気付かなかった魅力を確
認することができた。大宜味村で育ったことに誇りをもち、これま
でお世話になった方々へ感謝の気持ちを忘れず、この変化の厳しい
社会に貢献できる人物になりたい。」と力強く話してくれました。
成人式後の激励交歓会では、各校区の余興が行われ、成人者はも
ちろん、家族や先輩、地域の人たちを楽しませてくれました。
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めでたい鏡割り
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とりあえず、やってみよう !!
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ぶながやの里生涯学習講座

１月 15 日（水）、大宜味中学校コンピューター室において謝名
城出身の大城幸太郎さんを講師にぶながやの里生涯学習講座第４
回「とりあえず、触ってみよう !! 初心者のためのパソコン・ス
マホ教室☆」が開催されました。
パソコンに電源を入れるところから始まり、マウスの動かし方、
クリックのし方と１つ１つの操作が丁寧に説明され、授業はよん
な～よんな～進んでいきました。
今回は初心者向けということもあり、インターネットでニュースや天気を見たり、調べたいも
のを入力して検索してみたりして、便利で楽しい使い方を中心に習いました。
後半は、スマートフォンに触れ、テレビ電話やカメラ機能
などを体験。受講者のみなさんは戸惑いながらも、小さくて
便利なスマートフォンを楽しみました。
最後に幸太郎さんから、用途に合わせてパソコンとスマー
トフォンなどの携帯タブレットを使い分けるといいこと。ス
マートフォンは携帯電話に比べ基本料金が高いため、月々の
支払いも考え、持つ場合には家族に相談した方がいいことを
教わりました。
受講者からは「継続してほしい。」「もっと詳しく知りたい。」という声もあがりました。来年
度は継続してできるような講座にしたいと思います。

しなきゃいけないこと、しちゃいけないこと…
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一つ一つの活動が未来につながる…

塩屋小ＪＢ環境ネットワーク会沖縄シンポジウムで発表

１月 23 日（木）、名護の万国津梁館オーシャンホール
においてＪＢ（ジャパンビバレッジ）環境ネットワーク
会沖縄シンポジウムが開催されました。
このシンポジウムは、「美しい沖縄・美しい地球・美
しい未来への架け橋」をテーマに掲げ、環境保全活動に
取組む沖縄の子どもたちや団体の活動を紹介するのも
で、今回は塩屋小４～６年生の７名が調査メンバーを代
表して参加しました。
どこでも森があって自然がいっぱいあるけれど、どんな自然があるのかよくわかっていないこと
に気づき、近くにある自然をもっと知りたいと思っていた塩屋っ子たち。屋古集落に行った時にチョ
ウが飛んでいるのを発見し、屋古のチョウについて研究することを決め、ＮＰＯ法人やんばる舎の
宮城良治さん、市田豊子さん、増田耕平さんに教えてもらいながら調査をし、まとめました。

「ゆきと鬼んべ」劇団たんぽぽ公演

今年も学芸会を目前にした１月 17 日（金）、大宜味小学校体育
館にて劇団たんぽぽによる公演が行われました。
今回の上映作品は「ゆきと鬼んべ」。村の人たちの生活を守る
ため、一人、竜神の元へ向かっていくゆきの強さや、ゆきを助け
るために勇気を振り絞って、竜神を倒しにいく鬼んべの成長が描
かれ、それぞれの気持ちや思いが声や動きで表されていました。
子ども達は、動きや声色を変え、何役もこなす団員たちに魅了さ
れ、舞台を飛び出し、息遣いまで聞こえてきそうな近さで、迫真
の演技をする姿に圧倒されっぱなしでした。
上映後、児童を代表して大宜味小の吉本恭くんが「声の大きさ
や表現のし方に驚いた。学芸会があるので、僕たちも見習いたい
と思った。今日はありがとう
ございました。」とお礼のあい
さつをしました。
歴史ある劇団たんぽぽ。大
宜味小の宮城政信校長先生も
初めて見た劇団が劇団たんぽぽだったと教えてくれ、「今日の日
をとても楽しみにしていた。声の出し方や表現のし方など、勉強
になったことがたくさんあったと思う。みんなの聞く態度もとて
も良かった。」と話しました。
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生涯学習講座・劇団たんぽぽ公演

行きのバスの中からテンションの高い塩屋っ子たち。会場に入っ
たら緊張して思うように話せなくなるのでは？と心配しましたが、
リハーサルも無事にこなし、本番でも緊張することなく堂々と大き
な声で発表しました。
ともに発表に来ていた瀬底小学校のウミガメ観察の発表も興味心
身に聞くことができました。
今回の発表に司会者の中山さんは「今回の活動を通して自分たち
の周りの自然に気づくことができたと思う。みなさんの一つ一つの活動が美しい沖縄の未来につな
がっている。頑張って活動をしてほしい。」と話しました。
また、ＪＢ環境ネットワーク会副会長の杉山豪さん（大塚食品株式
会社取締役常務執行役員営業本部長）は「塩屋小の子たちが、ノグ
チゲラがシークヮーサーの木をつつき、そこから出る樹液にチョウ
が集まるのでは？という仮説を立てて検証していたことに驚いた。
私たち大人も勉強になった。」と激励の言葉とくれました。
この時の発表は１月 26 日に行われた学芸会でも披露され、保護者
や地域の方々にも立派な発表を見せることができました。

ＪＢ環境ネットワーク会 沖縄シンポジウム
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各馬 !? いいスタートを切りました !!

ちゃんと撮れてる？
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なんだか人が多いね～

駅伝のはじまりだ～ !!

なかよしこよし♪

ゴールはどこね？

散歩中 !?

お先に～♪

ここで差が開きました !!

見事なフライングスタートダッシュ♪

やるぞ～ やったるで～ 寒いね～

ちゃんと見ててよ～

楽すぃ～

いいね～

塩屋保育所

上等だね～

ゴールは目前、勝負だ !!

やりきりましたっ !!

アンカー勝負 !!

喜如嘉保育所
マラソン
＆
駅伝大会

午年新春
マラソン駅伝大会

１月９日（木）
、喜如嘉のターブクで喜如嘉保育所マラソン＆駅伝大会、10 日（金）
、塩屋部落において塩屋保育所新春マラソン駅伝大会が行われました。
いつにもまして寒い日となった両日。子どもたちは家族や地域の方々の声援を受けながら、元気いっぱい、力いっぱい走りきりました。
走り終わった後には手作りのメダルも渡され、満足気な表情でメダルを見つめる子どもたちが印象的でした。

平成２６年度

大宜味村立大宜味幼稚園

園児募集のお知らせ

１、入園条件

新緑の塩屋湾を走ろう !

第 36 回

塩屋湾一周トリムマラソン参加者募集

（１）村内に住所を有する者
（２）平成２０年４月２日～平成２２年４月１日までに出生した幼児

201４年４月 2０日（日）開催

２、提出書類

２月中旬以降より申込受付開始

（１）幼稚園申込書

※詳細については再度告知します

（２）幼児の住民抄本１通
（３）幼児の健康診断書

申込締切：３月 20 日（木）予定

３，募集期間
・平成 26 年２月 10 日（月）～２月 18 日（火）

お問い合わせ：塩屋湾一周トリムマラソン大会事務局

・大宜味村教育委員会にて受付
お問い合わせ
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４４－３００６（島袋）

教育委員会内

℡０９８０－４４－３００６

担当：大宜見まで

新春マラソン大会（塩保・喜保） お知らせ（トリムマラソン・幼稚園園児募集）
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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

一文字一文字に心をこめて…

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。
津 小

「津波校区交流グラウンドゴルフ大会とポットへの苗の移植」
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26.１
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平成 25 年 12 月 12 日 （木）、 津波小学校恒例の津波
校区老人会との交流グラウンドゴルフ大会が開催されました。
老人会や児童の祖父母が参加し、 大会を盛り上げてくれま
した。 四方八方から聞こえる歓声の度に全員が目を向けプレ
イが中断するほど…、 もしかしたらホールインワンかな？と思い
きや、 あとボール１つ分ほどの距離！なかなか上手く出来ない
のが、 でこぼこグラウンドでのプレイです。
様々な大会で実績のある老人会にさえも、 そう上手くはホー
ルインワンさせてくれない…。 そんな中ものの見事にホールイン
ワンをされた方もおり、 交流とは言え、 勝負師の様を見せてつけてくれました。 大会終了後は児童から熱いお茶や
大判焼きが配られました。 子ども達に手とり、 足とり指導してくれ、 優しさと地域の児童や孫を思う気持ちが表れた
大会でした。
この交流会に限らず、 運動会の踊りの協力や持久走の応援、 校庭の草刈り作業、 交通安全指導、 土づくり、
ベゴニアの苗のポットへの移植 ・ 植え付け、 その他いろいろな面で毎年したたか世話になっている津波小学校です。
元気いっぱいの老人会の皆さんの健康と今後の活躍に期待します。

「お年寄りとの交流を通して、 学校教育目標の一つである 「思いやりの心」 が育つものと信じます。
老人会の皆様に心より感謝致します。」

「31 名の歌声に会場も盛り上がった !! 国頭地区音楽発表会」
平成 25 年 12 月７日 （土）、 名護市民会館において第 45
回国頭地区小学校音楽発表会があり、 津波小全児童が参加
しました。
学校では比嘉聡子先生の指揮、 當眞結先生の伴奏で 「歌
えバンバン」 の曲に合わせ練習。 東江小の上間茜先生にも指
導をしてもらいました。
当日はこれまで以上に 31 名の目が輝いていました。 ドキドキわく
わくしながら、 舞台へ。 どうなることやらと思いましたが、 会場か
らは大きな拍手があがり、 終わった瞬間ホッとした様子の津波っ子たち。

160 名余の他校にも負けず、

なかなかやる津波小。 特に６年生は最後の行事とあって一生懸命さが見られました。
保護者や先生方も笑顔に…。 送迎をして下さった保護者、 先生方は役員としてもお疲れさまです。
今年もいろいろな行事に参加し、 やり遂げた喜びを味わわしたいと思います。
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吉田春子

大宜味人のホッとする話

塩屋小児童

新春書き初め大会

１月８日（水）、塩屋小学校体育館で、全児童による新春書き初め会が行われました。
塩屋小ではこれまで 10 年ほど龍賓沖縄書道会の先生方を講師に
迎え、書き初め教室を実施しています。
この日は島袋涼園先生、太田春翠先生、森春紗先生、津嘉山翠
園先生の４名の師範が、筆の持ち方や書く時の姿勢、文字のバラ
ンスのとり方など、児童につき沿って丁寧に教えてくれました。
今年は龍賓沖縄書道会から児童 48 名全員に書き初め用太筆を
寄贈していただき、児童たちは真新しい筆でのびのびとした字を
思い思いに書いていきました。
「幸福な年」を書いた５年生の名嘉慶くんは「むずかしかったと
ころは「な」という字のバランスがむずかしかった。」と感想を話
しました。
学校代表の６年生の玉城萌香さんは「今日はみんなのために習
字を教えに来てくれてありが
とうございます、私は字のは
らう所や止めることがわかり
ました、そして今までより上手になりました。48 名分の筆もも
らいました。とても書きやすかったです。ありがとうございま
した。」と感謝の気持ちを述べました。
ここで書いた作品は第 52 回全沖縄児童生徒書き初め展出展
するそうです。

アッタイグヮーで収穫体験♪
（伊禮健校長先生のコメント）
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大宜味中学校３年生老人会とイモ掘り

１月 15 日（水）、大宜味中学校で３年生と老人会のメンバー
によりイモの収穫が行われました。
老人会長の新里勇さん、津波の志良堂清邦さんが中心と
なり実現したイモの収穫。テニスコート横の敷地を整地し、
大宜味中アッタイグヮーが作られました。肥料の牛フンな
どは１年生の花城綾姫さん、瑞姫さんの家から提供があり、
中学生、老人会ＰＴＡが一体となっ
てイモ作りが始まりました
７月に苗を植えつけしたイモは「甘多（かんた）」、「沖夢紫」、「おき
ひかり」の３種類。乾燥に弱く、根を活着させるために日頃の水やりが
重要な作業。生徒たちも朝晩の水やりに励みました。
この日、３年生たちは老人会のメンバーとともに慣れないクワに苦戦
しながら、イモを掘り起こし、全部で 130 キロあまりのイモが収穫され
ました。
老人会長の新里勇さんは「老人会のメンバーが中学校に呼んでもらい、子どもたちと触れ合え
るのはいいこと。大宜味にあるいいものを、収穫という体験で伝えていきたい。カンダバー（芋の茎）
はサラダや炒めものにしてもおいしく、食用になることなど昔から伝わってきた大宜味の良さを
中学生にも知ってもらいたい。」と話してくれました。
収穫したイモは 18 日（土）、19 日（日）に行われた大宜味村産業まつりで販売され、大好評と
なりました。

塩小新春書き初め会・大中イモ掘り体験

６

18 日（火）村学校保健委員会③

４日（火）第４回体験の翼事前学習会

新入児童保護者説明会（喜小・塩小）

７日（金）体験の翼西会津町訪問～ 10 日

村学推キャリア教育部会③

友寄景善

大宜味村教育の日

ドゥーチュイムニー（独り言）

16 日（日）大宜味中ＰＴＡ美化作業

結婚したら直ぐ子どもが産まれると思ったが、そうではなかった。

幼・小・中一斉授業参観日（午前）

二年が経つといよいよ気になりだし、周りの勧めもあって那覇近郊の

評判の医院に妻が通うことになった。ひと月の半分は通院しなければ

ならず、引っ越しも考えたが仕事の都合から無理であった。
通院開始から二年後ようやく懐妊したが、喜びも束の間残念な結果

となった。その一年後再び懐妊したので、今度は大事を取ってすぐ入

院させ、細心の注意を払ってきたが願いは叶わなかった。
同じころ、先輩の知人夫妻は十数年も子宝に恵まれず別の病院へ通

われていたが、労苦が実りやっと『おめでた』されていた。先輩の勧
めもあり頼るように同じ病院へ妻を転院させた。先輩は間もなく待望
の長男に恵まれ、地域でビッグニュースとなった。
先輩夫妻にあやかり更にパワーを頂き、一年程で懐妊『三度目の正
直』に望みを賭けた。定期検査でしっかりした鼓動が初めて確認でき
大喜びした。経過も順調で結婚後七年目にして悲願の長男が誕生した。

国頭地区ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ新人大会～ 16 日

２日（日）村学推実践報告会（大中）

15 日（土）わんぱく体験団⑥閉講式

１日（土）家庭学習強化月間

21 日（金）お別れ遠足（幼）

３日（月）振替休日（幼・小・中）

ほどなく二男、三男と子宝が続いた。これまでジャンボ宝くじを買い
続けていたが、子に勝る宝は無いので子どもの誕生を機に買うのを止
めた。しかし、この頃は欲が出てきて再び・・・。
末っ子の三男がこの度成人式を迎え、他の新成人者と共に盛大に、
そして華やかに祝って頂いた。ところで私には成人式はなかった。否、

正しくは参加しなかった。二十歳で高校を卒業し、那覇の親戚宅で下

宿生活を送る大学浪人中の身であった。記念写真でも撮りなさいと実

家から五千円が届けられたが、入試を目前に控えその気にもなれず撮

らなかった。
成人の日の夜、勉強中の私に時折テレビに登場する論客の従兄弟が、

祝いの酒を飲もうと誘いに来た。外出するまでもなく、母屋に移動し

人生論をつまみに盃を傾けた。翌朝目を覚ましたら、自分が吐いた異

物を枕にして寝ていた。成人の日の思い出はこれだけである。

メジロ：メジロ科

今月の生きもの
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チー、チー。私はメジロ。大宜味村の永遠の村長よ♪
な～んちゃって、村鳥（村の鳥）です。
桜にメジロ。風情があっていいでしょ？シークヮーサーにメジロ
もまた絵になるんだな。私は姿も可愛いし、鳴き声もきれいだから、
飼って姿や声を楽しむ人もいたんだけど、平成 25 年度から私たち
の捕獲は許可されなくなったの。野生にいることが普通。
外で自由に飛び回っている私たちを楽しんでね♪

～編集後記～

１月は寒暖の差が激しかったですね。 寒くてどうしようもない日があれば、春みたいに （夏とも思うくらい）
ぽかぽか陽気の日もあったり。 体が慣れず、 体調を崩してしまう人も多かったのではないでしょうか？
インフルエンザにノロウイルス…こんな流行には乗りたくないですね。 丈夫な体を作るためバランスの良い
食事や適度な運動を心がけましょう！！ いつやるの？今でしょ！ …って、 これは去年の流行語でしたね ^_^;

14 日（金）大宜味中新入生説明会

８日（土）生活発表会（喜保）

22 日（土）国頭地区ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙさよなら交歓会

11 日（火）建国記念日

25 日（火）新入児童体験入学（各小）

13 日（木）校内持久走大会（大小）

28 日（金）体験の翼報告会
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