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情報交差点・心と心の交わり

あじま～
自分の身は自分で守る！

大宜味村教育委員会
電話４４－３００６
FAX ４４ー３０２９
手や教科書で頭を守ります

しっかり頭を守れています
話を静かにしっかり聞く
これも訓練では大事なこと

慌てず速やかに移動

大宜味小学校で避難訓練
４月 27 日（水）
、大宜味小学校において地震と津波を想定した避難訓練が行われました。
学校に備え付けられている高度利用緊急地震・津波速報システムを稼働し「１分後に震度５ク
ラスの地震が発生する」という速報が流れると、児童たちはまず机の下に潜って安全に移動でき
るまで待ち、
「おさない」
「かけない」
「しゃべらない」「もどらない」「ちかづかない」の頭文字を
とった「おかしもち」を合言葉に各クラスで列になって速やかに移動し、国道側の校門前に集合
しました。
児童全員の避難が完了するまでにかかった時間は２分 27 秒。今回は校門前までの避難となりま
したが、避難路が完成した際には念蒲エーガイ線までの避難訓練を実施する予定です。
地震・津波はいつどこで起きるかわかりません。学校の時間だけでなく、友だちと外で遊んで
いる時や、家族でご飯を食べている時に起こるかもしれません。最後に自分の命を守れるのは自
分です。今回の訓練で学んだ事を活かし、これからも訓練を積み重ねて危険を回避し、自分自身
を守る方法を身に付けられる、大宜味っ子になってくれることを願います。
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そうだ、学校へ行こう !!
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幼稚園、小学校、中学校一斉授業参観

５月 18 日（水）
、大宜味幼稚園、小学校、中学校で一斉授業参観が行われました。
新しい校舎でたくさんの仲間と学ぶ姿を見ようと保護者や地域の方々などたくさんの参観者が訪れ
ました。
学ぶ仲間も見てくれる人たちも増えた小学校。わくわくとドキドキを隠せない様子の子ども達でし
たが、先生の話をしっかりと聞き、目を輝かせながら授業を受ける姿を見せてくれました。
また、６年生の体育の授業ではソフトバレーが行われており、チームメイトに声をかけ合いながら
ボールを追う姿は微笑ましく見ている側が嬉しくなる光景でした。

１年生：図工

２年生：算数

３年生：国語
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リオよりも東京よりも早く、 大宜味でこっそり開催されるオリンピック
平成 28 年度わんぱく体験団

第１弾 「2016 わんぱくオリンピック

５月 14 日 （土）、 旧大宜味小学校体育館において平成 28 年度第
１弾わんぱく体験団が開催されました。
今年度の団員は 56 名。 新しい学校も始まり、今は毎日顔を合わし、

開幕」

かわいい仲間も増えました♥

遊べる同じ学校の仲間たちなので、 わんぱくに来る子も少なくなるので
はと心配していましたが。 初心者からベテランまで元気いっぱいのわん
ぱくたちが集まってくれました。
部活も重なり、 この日は 38 名の参加となりましたが、 少ない班員の
中、 班長決めから班の名前、 目標決めも率先して頑張りました。
班の名前が決まったら、 いよ
背中文字当てゲーム
いよ 「わんぱくオリンピック」 の
開幕です。 ２班ずつ組になり、
４つのグループで新聞乗りや５
色綱引き、 しっぽとりなど様々な
競技に挑戦しました。
班長さんはだぁれ？
私の動き伝わってる？？

４年生：国語

５年生：国語

６年生：体育

小学校、中学校が同じ敷地内にあることで、元気いっぱいの小学１年生から黙々と板書をとる中学
３年生まで様々な授業を参観することができ、子ども達の成長も垣間見られる授業参観となりました。

新聞乗り
意外な特技を発揮 !!

ジェスチャー伝言ゲーム

ボールはさみリレー
１年生：美術

２年生：理科

３年生：社会

幼稚園には給食の時間にお
じゃま。箸を上手に使ってもり
もり食べる姿に見に来たお母さ
んたちも満面の笑顔。お行儀よ
くお友だちと仲よく給食を食べ
ることができました。

ぞうきんがけリレー

楽しみながら数々の競技に挑み、 見事 「リトルチーム」＆「ぶながや」
の連合チームが優勝 !! 今年度初めてのわんぱくを盛り上げてくれました。
今年度は人数が多いため、 学年別でわんぱくの活動をする時もあり
ますが、 班員と協力し、 とにかくたくさん遊んでたくさん学ぶ１年間にして
ください☆
技も床もピカッと光りました

この日の給食はジューシーに天ぷら、ゆしどうふでした。

３

※他に５色綱引きやしっぽとり、かけっこ玉入れ、大綱引きも
やりましたが、写真を撮るのを忘れてしまいました (>_<)

幼・小・中一斉授業参観

平成 28 年度わんぱく体験団①わんぱくオリンピック
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彼にがんばったで賞を贈りたい…
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気合いだ～ !!

３号～！って、乗りすぎじゃない？

負けないわよ～
楽勝♪

Hurry up!

おんぶリレー接戦です
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う～まく～１号発進 !!

２号行きま～す !!

大宜味小学校

大盛況のじゃんけん列車

ぼく、がんばる！

春の遠足
in
やんばる学びの森
女子トークに花が咲きます♪

うちの弁当が１番 !!

友だちたくさん、超楽すぃ～♪

おおぎみようちえん
満喫♪満喫♪

ぼくもおんぶして …

校長先生、頑張ってね～

はるのえんそく

４月 28 日（木）
、大宜味小学校春の遠足が
行われました。
新しい小学校になってから初めての遠足。
１年生から６年生、職員も合わせると 160 名
以上が４台のバスに分かれ、国頭村のやんば
る学びの森へ向かいました。
学びの森ではターザンロープや丸太トンネル、丸太渡りなどのアスレチックで思いきり遊んだり、大勢でのじゃ
んけん列車ではしゃいだり、笑い声が森中に響きました。
１年生を迎える会では各学年から手作りのプレゼントをもらいニコニコ顔の１年生。６年生とのおんぶリレーで
はどの子も笑顔いっぱいで盛り上がり、楽しい１日を過ごしました。
おいしい弁当、ありがウイッシュ♪
すべり台、すべり放題
おいすぃ～♪
高い所もへっちゃらさ

見て見て、すごいでしょ～

遠足終了後もこんなに元気 !!

４月 28 日（木）、 大宜味幼稚園春の遠足が行われました。
目的地は結の浜公園までおおぎみ道の駅から仲良くみんなで歩き、 公園に着くと、
様々な遊具で登ったり滑ったり跳んだり、 心ゆくまで元気いっぱい楽しみました。
そして、 待ちに待ったお弁当の時間。 可愛くておいしいお弁当に笑顔ほころぶ園
児たち。 体も心もお腹も大満足の遠足となりました。
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ニコニコ顔が覗いているよ

大宜味小学校・大宜味幼稚園

春の遠足
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夢は大空に
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努力は足元に

学び舎あじまぁわくわくチャレンジサタデー始動 !!

今年も大学生のお兄さん、 お姉さんと一緒に勉強したり、 ものづくりしたり、 遊んだりする学び舎あじ
まぁわくわくチャレンジサタデーが始まりました。
初日となった 5 月 21 日はミニバスケットの試合と重なったにも関わらず 22 名の子ども達が集まり、 き
らめきノートをしたり、 鬼ごっこをしたり、 川にエビを捕まえに行ったり、 思い思いの時間をお兄さん
お姉さんと過ごしました。
学び舎あじまぁはやる気スイッチが

村内のホッとな活動をご紹介♪

も参加できます。
詳細につきましては下記まで
大宜味村教育委員会
☎44-3006（担当：島袋）

夏の

夜の生きもの観察会 開催のお知らせ

象

生きものたちの世界をのぞきにいきます。

日時：2016 年７月 16 日（土）夜７時～
集合場所：役場第２会議室（旧法務局）
観察場所：大宜味村内

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。

「数十年ぶり !? 津波部落で浜下り復活 !!」

津 波
28.0

4.09

「津波のバス停であいさつ運動開始！」
新しい学校ができ、津波部落の児童生徒たちもスクールバス通学をすることになりました。 毎朝、津波のバ
ス停には３名の中学生と６名の小学生、計９名が集まり、学校に出発します。
最初の頃は乗車時のあいさつも小さく心配しましたが、最近では慣れてきたせいか大きな声で「おはようござ
います！」と元気にあいさつできるようになりました。
今では津波老人会長の志良堂清邦さんと私が毎朝バス停でスクールバスを見送っています。 運転手の根本さ
んはいつも笑顔で挨拶を交わしてくれるので毎朝会うのが楽しみの一つでもあります。子ども達のため、安全運
転ありがとうありがとうございます。

講師：村山望さん

「大宜味の海をきれいに！民泊生たちが海岸清掃」

※詳細につきましてはちらしをご覧ください。問い合わせ：大宜味村教育委員会 ☎44-3006

大宜味村児童生徒等県外派遣についてのお知らせ
大宜味村では、村内に在住する児童生徒（小学生・中学生・高校生）が県外で開催される運動競技
または文化活動等における大会等に、予選または審査等の結果、代表として参加する際の派遣に要す
る経費に対し、補助金を交付しています。
※交付対象となるものには、条件等があります。詳細については、大宜味村教育委員会までお問合せください。
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大宜味人の
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村民

親子対

「大宜味にもこんな生きものがいるの !?」 と思わず口にするような魅力的で個性あふれるやんばるの

大宜味村教育委員会 ☎４４－３００６

ホッと

4 月 9 日（土）津波区公民館で浜下りが行われました。親睦会の為、
婦人部の方々も昼から手際よく準備。5 時になると、参加者は一人増
え二人増え…、気づけば 40 名名余が集まりました。
子ども達も参加し、琉舞を踊ったり、みんなでごちそうを食べたりで
大盛況でした。
来年は数曲踊って欲しいな…。
様々な都合で参加できない方もおられましたが、来年も是非開催した
いと考えているので参加をよろしくお願いします。
津波区での浜下りは何十年ぶりかと思います。かつて各自がごちそ
うを用意し、それを交換して頂いたのを今でも鮮明に覚えています。あの頃は大先輩方も元気で歌ったり、カ
チャーシーを踊ったり盛大でした。次第に薄れ、気が付けば伝統が消えかけていたところで今回この行事が復
活したのは大成功だと思います。まずはやる事です。
屋良区長を始め、金城清隆さん、知花稔さん、渡辺治さん、屋良まり子さん、松本冨士子さん、平良恵さん、
渡辺涼子さんが準備から接待、買い出し、その他魚釣りや仕込み、刺身におこすまで協力してくれ、魚汁、刺
身、ちらしずし、サラダ、ぜんざいのごちそうができあがりました。長浜美恵子さんから「モーイ、てんぷら、
くずもち」の差し入れもありました。賛同して下さった皆さんご多忙の中、ありがとうございました。来年も
これまで以上に部落に皆さんが参加できるようにしたいですね。

入った時が開始の時期！いつからで

ぶながやの里生涯学習講座
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津波部落の端、58 号線沿いにある「そよかぜ民泊」
。
青い海に沈む夕日、そんな最高の景色の中で県外から来た民泊生たちは
貝殻を拾って大宜味での生活を満喫させるだけでなく、浜のチリも拾って
います。「チリ拾いは大変でしょうに」と声をかけると「最高です！」との
返答が！そよかぜ民泊の実に面白い企画の１つです。
又、京都から来た中学３年生は道路沿いに小さな花壇作り、苗を植えて
いました。皆さんが帰った後、きっと綺麗な花が咲いているでしょう。
毎回民泊の生徒と接していますが、先生方の指導が十分になされている
のでしょう。何をさせてもすぐに行動する。夕食の手伝いや片づけの手順
がしっかりしていて、感心するばかりでした。明るく、笑顔がとても素敵な民泊生たちでした。

吉田春子

fax４４－３０２９ （担当：大宜見）

学び舎あじまぁ・お知らせ

大宜味人のホッとする話
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「しまふとぅば」のこと

５
うみがーみー

毎年 6 月になると「慰霊の日」思い出す。同時に 25 ～ 28 歳の 3 年間糸満市新垣集落の近
くで仕事をしていた時の事を思い出す。
「平和の礎」のある摩文仁からそう遠くない新垣、真栄平の両集落は先の大戦で一家全滅
の世帯が約半数を数えたという激戦地であった。この両集落の丘の部分に、入社した会社所
有の原野状態の土地が約 3 万坪あり、そこを開発して柑橘類中心の大規模農園を作る仕事に
従事した。琉大農学部出身の 7 名が集められ、青年開発隊で重機の免許を取り、会社所有の
大型のブルドーザ、バックホウ、グレーダー等の重機類をそれぞれが自ら操作し、原野を切
り開き農園を作って行った。その過程で自分の価値観がひっくり返る程の経験をさせられた。
原野を開けるごとに戦争で亡くなった人の遺骨が次々と出てきた。軍靴を履いたままの一
体の遺骨であったり、骨がバラバラの状態で出たり、遺骨の出土状態は様々であった。断定
はできないが５０体以上は集骨したと思う。同時にブルやバックホウでの作業中に不発弾も
相当数出てきた。焼夷弾から数回煙が出て緊急避難したことはあったが、不発弾の爆発は無
かった。本当に運が良かったとしか言いようがなく、何かに助けられている気がした。不発
弾（砲弾、手りゅう弾、地雷等）を集めてみると数百個、４トントラックロングの１杯分に
なっていた。集骨した遺骨は平和祈念堂に、不発弾は自衛隊に引き取ってもらった。すさま
じい光景を目にしたのは敷地内にある２つのガマに入った時の事である。
おびただしい数の軍靴や手りゅう弾等の他、遺骨も多数出たが、ガマの壁を見て唖然となっ
た。凹凸のある石灰岩のガマの壁には多数の遺骨がこびりついていたのである。気になった
のは骨の大きさであった。明らかに子どもと思われる骨が多かったのである。集団自決？米
軍による手りゅう弾等の投げ入れ？によって肉片が壁にこびりついたのだろうか。
このような場所でやんばるから来た何も知らない青年は半年間現場事務所で生活をしてい
た。夜になると経験したことのない奇怪な現象も出てきたりした。
※紙面の関係上次号へ続く

今月の生きもの

カメ

ノボタン：ノボタン科

こんにちは、私、ノボタン。露を浴びてきれいでしょ？
梅雨の季節に咲くこの私。派手な花ではないけれど、私の
ことを見て、心だけでも晴れてくれたら嬉しいな♪

１日（水）区長会 村育英会評議員会
18 日（土）沖縄県ｽﾎﾟｰﾂ推進委員初任者研修会
４日（土）国頭地区中体連夏季総体 ～５日
21 日（火）地域教育懇談会②（旧大宜味小校区）
生涯学習講座①
22 日（水）地域教育懇談会③（旧塩屋小校区）
５日（日）沖縄県議会議員一般選挙
23 日（木）沖縄慰霊の日
６日（月）振替休日（中学校）
24 日（金）地域教育懇談会④（旧津波小校区）
11 日（土）生涯学習講座②
25 日（土）国頭地区ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ交歓会 ～ 26 日
16 日（木）村教委学校計画訪問①（小学校）
26 日（日）村体協ゴルフ大会 国頭郡サッカー大会
17 日（金）地域教育懇談会①（旧喜如嘉小校区）
29 日（水）老連ゲートボール大会
ジメジメ、 ムシムシの季節が来ました。 私たちには不快に思える陽気ですが、 動物や植物にとっては暑い夏を迎える前
に元気を蓄えるための大事な期間です。 と、 自分に言い聞かせて今日も蒸し暑い毎日向き合っています…。
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