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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

女子バスケットボール ３位
優秀選手賞 大嶺莉央さん

女子空手道個人組み手 ３位
渡部千波音さん

大宜味中生の活躍光る！

第 43 回国頭地区中学校夏季大会
６月４日（土）～５日（日）に行われた第 43 回国頭地区中学校夏季大会において女子空手道
個人組み手において２年生の渡部千波音さんが３位入賞。バスケットボール部女子は３位となり、
３年生の大嶺莉央さんが優秀選手賞を受賞。女子ソフトテニス部団体が３位、嵩原咲輝、福地嬉
楽璃ペアが個人４位、男子ソフトテニス部団体が５位入賞を果たし、県大会への切符をつかみま
した。
女子の空手道の出場は５年ぶり、名護の道場や学校に週５日通い、２時間程度の練習を続けて
いるという千波音さん。「去年は１回戦負けしてしまったけれど、今年はいい試合ができた。県
大会では練習でやったことを出しきり、ポイントが取れるよう頑張りたい。」と意気込みを話し
てくれました。
バスケット女子は 18 年ぶりの県大会出場。走り込みを中心とした練習はプレーに十分に生か
され、日頃の練習の賜でした。優秀選手賞に選ばれた莉央さんは「優秀選手賞は２年生の時に受
賞してから今回で４回目となるが、嬉しい。県大会ではブロックアウトを多く決められるように
したい。自分のプレーをし、悔いのない試合にしたい。」と県大会へ向け決意を語りました。
県大会は３年生にとって最後の大会となります。これまでの練習の成果を存分に発揮し悔いの残
らないよう思い切り戦ってきてください。
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シーちゃん繋がりで生まれた交流

八重瀬町女性連合会＆大宜味村婦人連合会交流会

６月 12 日（日）、大宜味村農村活性化センター（道の駅

連合会交流会が行われました。
午前中は与那嶺照子さん、島袋経子さん指導の下、芭蕉
皮を使ったコサージュづくりを体験しました。芭蕉皮でバ
ラの花を作り、和紙やリボン、植物で飾り、大きいものか
ら小さいものまで個性豊かなコサージュができました。
昼は八重瀬町教育委員会の金城隆雄教育長、照屋健生涯学習文化課長、宮里兼也さんと大宜味村教育
委員会のメンバーも合流し、ハイケイやモーイ豆腐、和そばなど大宜味村の味がふんだんに詰まった婦
人会お手製の弁当に舌鼓を打ちました。
お腹も満たされ、眠さに襲われる午後からいよいよ交流会。それぞれの婦人会の活動報告が行われ、
婦人会を運営する中での悩みや考え方など双方から様々な意見が飛び交いました。お腹も心も満足の充
実した交流会となりました。

大宜味村青年会、エイサー部落回り始まる

を行います。
今年は１日３区を訪れ、大宜味の夏の夜の風物詩エイサー
でみなさんに笑顔と元気をお届けします。
そんな大宜味青年会に今年、大宜味中学生がエイサー隊と
して加わりました。これまでのエイサー練習にも毎回参加し、青年たちと共に踊り汗を流しています。
中学生の参加は青年会にとって大変嬉しいことで、青年たちも後輩の良いお手本になれるよう一層
気を引き締めており、今後の活躍に期

志良堂寛太会長は「良い傾向だ。村
の発展には青年が不可欠。つながりが
今後も続けば地域の発展に大きく貢献

日にち
７月２日（土）
７月５日（火）

午後７時００分～

午後８時００分～

午後８時５５分～

キャンドルナイト（旧塩屋小午後６時４５分～）
田嘉里

謝名城

喜如嘉

７日（木）

宮

城

白

浜

津

波

１２日（火）

屋

古

田

港

大

保

１４日（木）

根路銘

上

原

押

川

屋

できる。
」と意気込みました。青年た

１９日（火）

江

洲

塩

ちの熱い演舞に熱い声援をお願いしま

３０日（土）

饒

波

大兼久

＊＊日（＊）

大宜味（体験の翼）

やんばるの家（日程及び時間要調整）

す !!

３

語りを聞いて、平和についてみんなで考える…

大宜味小学校で平和学習

疎開する前の気持ちや乗船中の話、海に投げ出されてから必死に泳い
だこと、潜りながらいかだに掴まってやっと乗れたこと、いかだで漂
流してから無人島にたどり着くまでの辛くて苦しい日々を話してくれ、
１年生から６年生までの児童たちは啓子さんの話に聞き入りました。
啓子さんは「戦争は人が人を殺す、家を焼く、建物を壊すとても恐
ろしいこと。戦争の始まりは小さなケンカ。だから、みんなも友達
をいたわり合って仲良くしてほしい。仲良しの心が平和を作る。」
と児童たちに伝えました。
講演を聞いて３年生の幸山太輝くんは「いつもケンカばかりして
いた。啓子さんの話を聞いてみんなと仲よくしたいと思った。」と
話しました。
最後は全員で「月桃」を歌い、平和な世界に思いを寄せました。

地域の力で支えていく…

大宜味村青年団協議会は７月２日より、エイサー部落回り

待するところです。
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６月 24 日（金）、大宜味小学校で平良啓子さんを招き、平和学
習講演会「対馬丸と私」が行われました。太平洋戦争中、沖縄か
ら本土へ疎開する子どもたちやお年寄り、引率した大人を乗せた
疎開船「対馬丸」がアメリカ軍の攻撃を受け沈没しました。乗船
した 1788 名のうち 1484 名（遺族証言による 未確定）の人たち
が犠牲となりました。そのうちの半分以上が疎開者の子どもたち
でした。
お兄さんや従妹、おばあちゃんたちと対馬丸に乗船した啓子さんは

おおぎみ）において、八重瀬町女性連合会＆大宜味村婦人

活気あるエイサーで地域を元気に…

２０１６年 （平成２８年） ７月１日

婦人会交流会・青年会エイサー部落回り

新生「大宜味結 Guts」に先輩たちから贈り物

これまで村内の小学校では児童数が少なく野球チームも喜如嘉小に喜如嘉ブルーウエーブがあるのみ
でしたが、小学校統合に伴い、以前から野球をやりたいという子ども達の想いも受け、４月 19 日（火）
、
新生「大宜味結Ｇｕｔｓ」を結成しました。
チームの名前には、結の浜の地にて子ども達を中心に保護者・地域が結ばれ、チームを結成できる喜
びに「結」、そして大宜味村の子として誇りをもち、負けん気よく「Ｇｕｔｓ」ガッツ（根性）のある子
に成長してほしい。と願いが込められています。
参加者は、６年生から１年生まで総勢２９名となり、統合による大きな成果を感じるものとなりました。
そしてその活動に対し、６月 19 日（日）、大宜味小学校において、地域で活躍している野球チーム（村
出身の先輩達）「AKABASHI」と「KP OGIMI」から「野球を通して多くのことを学んでもらい、是非将来
いろんな場面で活躍できるようにがんばってほしい。」との気
持ちからキャッチャーミット、ボール 4 ダース、ボールバッ
グの寄贈がありました。
また、当日は、練習試合後に先輩達が野球教室も開いてくれ、
子どもたちは先輩達の投げるボールの強さに驚き、負けない
野球に対する熱い想いを感じることができました。
大宜味結Ｇｕｔｓ主将の金城勇斗君は「これからもチーム
みんなで野球を楽しく一生懸命がんばります」とお礼をしま
した。

大宜味小平和学習・大宜味 結 Guts 結成・寄贈
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６月４日（土）
、 11 日（土）の２日間、 大宜味村農村環境改善センターにおいて、 平成 28 年度ぶながやの里生涯学習第１回講座 「シークヮーサーを使った 草木染め＆紙漉き教室」 が開催されました。
昨年 11 月に学び舎あじまぁで行われた紙漉きの作業工程を見て、 一緒に草木染めもできるのでは？村の特産物であるシークヮーサーでやカラギできたら、 ステキかも？という思い付きから始めた今回の教室。 もと
もとシークヮーサーは紙にするのにあまり向いていない素材であったり、乾燥したカラギの葉で草木染めをするのも初めての試みだったのですが、講師で来ていただいた琉球大学教育学部紙漉き研究会の仲間伸恵先生、
岡本牧子先生、 院生の与儀花織さんには教室開催前から研究や指導など多大なご協力をいただき、 教室を開催することができました。
バショウ

シークヮーサー

紙

紙を漉きます

皮を剥ぎます

材料を細かく切って（または千切って）煎じます
表面の黒皮を削ったら、煮熟します

漉 き

枝を蒸します

草

２時間半後…

細かく刻んだら煮熟します

染 め

煮熟後にチリ取りをします

どんな模様に !? 染め分けを考えます

木

ミョウバン媒染液につけます
水分を取って…

カラギ（ニッケイ）

シークヮーサー

皮が剥がれてきました

それぞれ煎じた液を濾します

いい色♪

平成 28 年度

板にしっかり貼りつけます

煮熟したものをミキサーで粉砕します

木槌で叩いて繊維をほぐします ぶながやの里生涯学習講座

シークヮーサーを使った

草木染め
＆
紙漉き教室

煮熟前

染め開始 !! もっと染めたければ、媒染と染めを繰り返します。

文明の利器を使います…

シークヮーサーの枝葉、 カラギの枯葉を使った草
自然乾燥させたら…（今回は３日かかりました）

完成

!!

完成

木染めでは、 どの布を使おうかどんな模様にしよう

煮熟後

!!

か考えるのも楽しく、 簡単な工程で予想以上の仕上
チリ取り後

黒皮を取り剥いだ皮 がりに参加者の皆さんも大満足でした。
シークヮーサーの枝、 バショウの幹を使った紙漉
きは、 紙の原料にするまでに時間と労力がかかりま
したが、 どの作業も楽しんで取組み和気あいあいの

粉砕後（紙漉き原料）

５

粉砕後（紙漉き原料）

煮熟後

平成 28 年度ぶながやの里生涯学習講座

中思い思いの１枚を作ることができました。

草木染め＆紙漉き教室

きれいな黄色に染まりました !!
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学びたいあなたに…、大宜味村にいながら、琉大、名桜大の授業が受けられます !!

琉球大学・名桜大学サテライト大宜味キャンパス

２０１６年 （平成２８年） ７月１日
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３度目の正直に挑むも

健闘空しく…

開設のお知らせ

惨敗

サテライトキャンパスはスクリーンを通して、遠くにいながら大学の授業が受けられる講座です。

開催場所：大宜味村農村活性化センター（道の駅おおぎみ２階）
講座内容（７月６日～ 31 日までの予定）
講座名

開催期間

時間

受講料

対象者

募集人数

海洋の科学

７月６日（水）

１９：４０～２１：２０

無料

村民

－

琉球語学概論Ⅰ

７月８日（金）

１４：４０～１６：１０

無料

村民

－

化学への招待－化学の基礎から最先端の化学まで－

７月９日（土）

９：００～１６：４０

無料

村民

－

海洋の科学

７月９日（土）

１９：４０～２１：２０

無料

村民

－

海洋の科学

７月１３日（水）

１９：４０～２１：２０

無料

村民

－

琉球語学概論Ⅰ

７月１５日（金）

１４：４０～１６：１０

無料

村民

－

オープンキャンパスの配信

７月１６日(土）

１０：００～１２：００

無料

高校生・保護者等

－

海洋の科学

７月２０日(水）

１９：４０～２１：２０

無料

村民

－

琉球語学概論Ⅰ

７月２２日（金）

１４：４０～１６：１０

無料

村民

－

海洋の科学

７月２７日（水）

１９：４０～２１：２０

無料

村民

－

琉球語学概論Ⅰ

７月２９日（金）

１４：４０～１６：１０

無料

村民

－

７月３１日（日）

１３：００～１５：００

無料

一般・教員・保育士

－

支援が必要な子どもの保育と教育を考える
～「トータル支援」における子どもの理解と子育て～

大宜味村
40.1%

老人会
（1267 名 /3160 名）
グラウンドゴルフ

（1776 名 /4129 名） 婦人会／ソフトバレーボール

５月 25 日（水）、大宜味村３度目の挑戦となるチャレンジデーが行われました。
今年は岐阜県七宗町との対戦。ウォーキングや体操など村民の方々が様々な運動に参加してくれまし
たが、あと少しの差で七宗町に敗れてしまいました。各種団体が活動も積極的で、婦人会は他団体も巻
き込み、ユーモアたっぷりのソフトバレーボール大会を開催してくれました。15 分でも続けることが健
康づくりに繋がります。長寿の村に恥じないよう、来年こそは勝利宣言をしたいと思います。

辺土名高校
ノルディックウォーキング

ミニデイ／体操

受講を希望する方は下記連絡先までお申込みください。

夕暮れ時の密かな戦い…

お問い合わせ・申し込み先
琉球大学 総合企画戦略部 地域連携推進課 琉大コミュニティキャンパス事業本部（担当：大城）
電話：０９８－８９５－８０８５（平日 9:00 ～ 17:15） ＦＡＸ：０９８－８９５－８１８５
E-mail：cocplus@to.jim.u-ryukyu.ac.jp

各種団体グラウンドゴルフ大会

雨で延期となっていた各種団体グラウンドゴルフが６月１日（水）旧大宜味小グラウンドにおいて行
われました。日程の変更もあり、この日参加したのは 11 チームと少なくなりましたが、一打一打に一喜
一憂し、仲間とともに楽しい時間を過ごすことができました。

プール開放

水泳教室
期間：７月 21 日（木）、22 日（金）

団体総合

日時：７月 22 日（金） ７月 26 日（火）

25 日（月）～ 27 日（水）予定

※今年は２日間のみの開放となります

時間：午後２時～３時 30 分

時間：午後４時～５時 30 分

場所：旧喜如嘉小学校プール

場所：旧喜如嘉小学校プール

対象：小学生以上

対象：小学生以上（保護者同伴が望ましい）

定員：20 名（先着）

※小学３年生以下は保護者同伴でお願いします。

総合・成人会

参加料：100 円
2016 年６月 27 日現在

１位

田港成人会

２位

びっくりチーム（津波区）

３位

饒波成人会

個人の部
えすの里

１位

宮城

賢（塩屋成人会）

１位

徳本和樹（えすの里Ａ）

２位

宮城成夫（田港成人会）

２位

仲間涼也（えすの里Ａ）

３位

山城

３位

池田隆志（えすの里Ａ）

ウ ミ
ガ メ

Ｎ０

海岸名

産卵・孵化情報

1

道の駅

6月4日

55±３

７月２９日±３

アカ

2

喜如嘉

6月15日

5３±３

８月７日±３

アオ

１位

宮城

翔（青年会２） １位

知念珠里亜（ヤハムティーム）

3

〃

6月20日

5２±３

８月１１日±３

タイマイ

２位

比嘉一詞（青年会２） ２位

幸野莉々巴（ヤハムティーム）

4

道の駅

6月24日

５２±３

８月１６日±３

アオ

３位

仲村亮人（青年会２） ３位

山上

※ ウミガメの情報（足跡等）を
お寄せ下さい。
大宜味村教育委員会

７

岐阜県七宗町
ＶＳ
43.0%

☎44-3006

脱出（孵化）まで 脱出(孵化）予想
上陸・産卵日
の予想日数
月日

種 類

お知らせ

実（塩屋成人会）

青年会

チャレンジデー・各種団体ＧＧ大会結果

子ども会

幸帆（ヤハムティーム）
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「しまふとぅば」のこと
6 月 23 日

６

慰霊の日

うみがーみー

前号からの続き
・・・夜になると奇怪な現象も出てきたりした。
①

ある晩、何とも言えぬもの悲しげな女性の唄声が風に流れて聞こえてきた。一緒に生活していた犬が吠えなが

ら声のする方へ走って行った。少し遅れて行くと犬は明らかに１０メートル程前の対象物？に向かって吠えていた。
暗い中、懐中電灯で照らすと何も見えなった。対象物？が動いたのか犬が後ずさりし、私を盾にする形で吠え続け
ていた。犬には何が見えたのだろうか。私には声は聞こえたのだが姿は見えなかった。このようなことは同僚数名
が遅くまで一緒に居た時も数回あった。同僚はその声が聞こえると皆一目散に帰って行った。
②

ある日、農場の安全祈願のために社長が祈祷師（ユタ？）を連れてきたので、車で広い農場内を案内した。す

るとこの人は案内中に「ここには兵隊が立っている」
「ここに親子がいる」等と説明した。案内を終えてあること
に気づき鳥肌がたった。この人が示した「・・がいる」と言った数十か所は全て遺骨が出た場所であった。そして
雲ひとつない快晴の暑い中でウガンが始まると突然雨が降り出した。周りを見るとウガンしている周辺だけである。
空を見ると小片の雲があり、ウガンが終わると雨が止み、小片の雲も消え快晴の空になっていた。嘘のような本当
の事である。遺骨の主たちは水が欲しかったのだろう、と思った。
③

農学部の学生一人を一週間実習生として受け入れ、現場事務所で寝泊まりしてもらった。数日後の夜、学生に

異変が起こった。両腕が勝手に動いて服を着させないとの連絡がきた。同僚数名と学生を見ると顔は引きつり確か
に両腕が上下左右に異様な動きをしている。おかしいと感じたので夜の１１時過ぎではあったが東風平の知り合い
に連絡して地域のウガンサーの家に行き“除霊”をしてもらうと学生は落ち着いた。学生の両腕の動きは戦争映画
に出てくるような下半身を負傷した兵が両手で地面を掴み這って逃げる仕草にそっくりであった。
上記のようなことは３年間で何度も経験した。経験させられた。
・・・かつての激戦地での戦争の追体験は、追体験を超えて恐怖と無念さを胸に抱きながら無残な死に方をした多
くの人々の
「思い」
の部分まで、
ほんの僅かではあるが感じた気がした。各地に多くの遺骨がまだ眠っている・
・・合掌。

カメ

今月の生きもの

リュウキュウカジカガエル：アオガエル科

キュリュリュリュリュ…、こんばんは。僕、リュウキュウカジカガエルです。
沖縄では一番身近に見られるカエルだから、みなさんもきっと僕の声聞いたり、
姿を見たりするはず…。家の周りだけじゃなくて山地まで僕の生息範囲は広い
から山でキャンプしてても会うんじゃないかな。
僕たちオスは夜間、体が黄色味をおびるんだ。びっくりしちゃうくらいきれ
いだろ。雨が降っている時や雨上がりはよく道に出ちゃうんだけど、僕らを見
つけて安全運転してくれると嬉しいな。

１日（金）区長会
２日（土）大保ダムまつり
キャンドルナイト in サーベイ
３日（日）村体協ボウリング大会
サテライト大宜味キャンパス開設式典
４日（月）
「体験の翼」入団式
７日（木）村教委学校計画訪問②
（中学校）
大宜味村青少協役員会
８日（金）ぶながや夕涼み会（喜保）
12 日（火）
「体験の翼」事前学習会①
15 日（金）夕涼み会（塩保）
16 日（土）わんぱく体験団② 生涯学習③
17 日（日）村体協球技大会

18 日（月）海の日
19 日（火）村青少協総会
村青少年深夜はいかい防止及び未成年飲酒防止村民大会
20 日（水）第１学期終業式
21 日（木）夏休み ～ 8/24（幼・小・中） 水泳教室①
22 日（金）水泳教室② プール開放
25 日（月）大宜味小サマースクール① 水泳教室③
26 日（火）大宜味小サマースクール② 水泳教室④
プール開放
27 日（水）大宜味小サマースクール③ 水泳教室⑤
29 日（金）
「体験の翼」西会津町受入 ～ 31 日
30 日（土）国頭郡ゴルフ大会
国頭郡軟式野球大会 ～ 31 日

今年も半分が終わり、 下半期に突入しました。 子ども達には楽しい夏休み♪青年たちには熱いエイサー部落回り、 お
父さん、 お母さんには暑さが増す日々など様々な日常が待っていますが、 暑さに負けず張り切っていきましょう !!

８

