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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

夢をたくさん持とう！たくさん挑戦しよう！
大宜味小学校で夢語る講演奏会

７月６日（水）
、大宜味小学校の夢語る講演会に県内で活躍しているアーティスト「Ryuty」の照喜名竹
美さん、比嘉諭史さんを招き「Ryuty の夢語る講演奏会」が行われました。
軽快な歌で始まった講演奏会に児童たちの目は一気に釘づけ。
小学生のころから「ギタリスト」という夢を今まで変わらず持ち続けた諭史さんと小さいころからたく
さん夢を持っていて、ピアノの先生やアナウンサー、通訳、グラフィックデザイナーなど夢も次々に変わっ
ていき、今のシンガーソングライターになった竹美さんの対照的な話を聞くことができました。
竹美さんは「小学生の時に描いていたピアノの先生と言う夢は叶
わなかったけど、今はピアノを使って曲を作っているので役に立っ
ている。私の夢はどんどん変わっていったし、叶わなかった夢もあ
るけど今でも役に立っている。だから、
みんなにもいっぱい夢を持っ
てほしい。
」とエールを送りました。
最後は一緒に「世界のともだち」を歌い、児童も先生もノリノリ
で振り付けをし、ライブ会場さながらに盛り上がりました。
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班長

大教委通信 No.２５９

大宜味村・西会津町「体験の翼」交流団

団員紹介
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新しい学校に緑のじゅうたんをプレゼント

副班長

学校・中学校を訪れ、大宜味小の４年生から６年生の児童とともに

味村・西会津町児童生徒交流団「体

学校敷地内に芝生を張ってくれました。

験の翼」の入団式が行われました。

一心福祉会では毎年地域貢献活動を行っており、今年は新しくで

今年は男子５名女子 11 名の児童生

きた小学校、中学校のために何かできないかと考えていたところ、

徒が入団。
６年：大城愛羅

６年：宮城妃奈野

芝生張りの予定があることを聞き、学校の役に立てればと実施しま

入団式では団員が自己紹介ととも

した。

に「去年の夏の交流団は１日しか滞

この日は生憎の天気にも関わらず、一心療護園から約 40 名の職員

在できなくて残念だったので、今年

が集まり、芝を次々にきれいに並べいき、余分な部分はカットし、砂

は一緒にいろいろな体験をしたい。」、

を撒いて固める作業を黙々と行い

「西会津ではスノーボードに挑戦した

ました。

い。」など、７月 29 日から始まる大

４時以降には４年生～６年生の

宜味村での交流と２月の西会津訪問
６年：金城まひろ

２班

班長

５年：照屋舜人

５年：仲原望愛

への喜びと期待を述べました。

一心福祉会職員、児童と一緒に芝生張り

７月８日（金）、大宜味村一心福祉会の職員のみなさんが大宜味小

７月 12 日（火）、平成 28 年度大宜

中学１年：島袋琉磨
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児童も加わり、手を土まみれにし
ながら、職員の方の指導の下きれいに芝を並べていきました。
一心福祉会の新城靖史さんは「一心福祉会は地域の協力があって、

副班長

ここまで大きくなったので、地域のために汗を流したいと思い、年に
３回～４回このような活動を行っている。今年は新しい学校ができた
ので、子ども達のために何かしたいと思い、このような運びとなった。
一緒に活動することができて良かった。」と話してくれました。
芝生張り体験をした６年生の真喜志侑くんは「芝生張りは初めて
中学１年：上地希空

３班

班長

６年：大石洋平

６年：宮城梨琉

６年：島袋幸花音

６年：平良琉翔

副班長

やったけど、パズルみたいで楽しかった。」と笑顔で答えてくれました。

今日も完食 !! 元気モリモリ♪

大宜味小３年生ぺろりん賞受賞！

７月 14 日（木）
、給食センターの瑞慶山真吾所長より、
大宜味小学校３年生に給食ぺろりん賞が手渡されました。
これは３年生が６月の給食残量調査で残量がどのクラス
よりも少なく、完食した日も多かったため、給食センター
中学１年：宮本琴乃

６年：宮城敏伍

６年：大嶺芹來

５年：宮城和奏

５年：島袋愛埜

より感謝の気持ちと空で帰ってくる食缶の嬉しさを込めて
贈られたものです。

引率

センターでは今年度より毎日給食の写真を撮ったり、各
クラスで何がどれだけ食べられたか一目でわかるようなグ
ラフを作って今後の給食を作る時の参考にしたりしていま
す。
子ども達のために栄養満点で美味しい給食が出せるよう、センターの職員も日々努力しているのでみん
教育長：米須邦雄

３

団長：石川清一

救護：伊禮文香

教諭：島袋あや

事務局：島袋貴央

平成 28 年度「体験の翼」交流団

なも好き嫌いせず、残さず、もりもり給食を食べてもっと元気に大きくなってくれることを期待します。

一心福祉会と学校の芝生張り・大宜味小３年生ぺろりん賞受賞
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見せるがいい、 わんぱくの真髄を…
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今、 その力を発揮しよう !!
平成 28 年度わんぱく体験団

第２弾 「田嘉里川で生きものをつかまえて観察しよう Part６」

７月 16 日 （土）、 わんぱく体験団第２弾 「田嘉里川で生きものをつかまえて観察しよう Part６」 が田嘉里川で開催されました。
今年の活動には辺土名高校の北村崇明先生と高良耕平先生が講師として来てくれ、 環境科の２、 ３年生も捕獲や図鑑作成に協力してくれました。
にもかかわらず （!?） 集まった団員は９名…。 ここ最近で一番寂しい人数の活動となりましたが、 少人数ってことはそれだけ先生の話も密に聞けるし、
アドバイスも受けられるし、 内容の濃いわんぱくになるはず、 という期待を込めて、 高学年のお兄さん、 お姉さんだけで活動するわんぱくが始まりました。

本日の捕獲目標

①班に分かれて今日の捕獲目標を決めます !!

★あゆよチーム★
★じゅりあチーム★

21 匹以上（エビ、イーブー、カニ）
全部で 12 匹（カニ、エビ、魚）

★わかな＆みつほ＆ここみチーム★
全員で 20 匹くらいつかまえる（エビ、カニ、魚）
②目標目指してとにかく捕まえます。

ちょっとブレイク… 田嘉里川にきたらコレでしょ♪

攻める女子

待ち伏せする男子

捕り方は様々です…

③捕まえてきた生きものの絵を描いたら名前、いた場所、特徴などを調べ、オリジナルの図鑑を作ります。

人数も少なく、 今年は魚も少ない （気がする…） ためか、 それ
ぞれの目標に届きませんでしたが、 辺高生の大きな力があり、 団
員たちでは捕まえきれなかったエビやトンボのヤゴなど様々な生きも
のをとらえることができ、 これまで見分けが難しかったエビやカニ、
ヨシノボリも先生や辺高のお兄さん、 お姉さんから特徴などを教
えてもらい、 分類することもできより確かで内容の濃い図鑑の１ペー
ジを作ることができました。

５

わんぱく体験団

田嘉里川の生きものをつかまえて観察しよう
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琉大、名桜大の分校が大宜味に !?
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琉球大学・名桜大学サテライト大宜味キャンパス開設

名桜大学サテライト大宜味キャンパス開設式典が行われました。
サテライトキャンパスとは離れた場所にある大学の授業が大宜味
村にいても受けられるもので、道の駅おおぎみ２階にある活性化セ
ンターがキャンパスとなっています。
式典前には宮城功光村長、琉球大学の大城肇学長、名桜大学の山

歩で生き物散策をしました。
この日の目的だったホルストガエルは確認できなかったものの、ナミエガエル（成体、オタマジャク
シ）やイボイモリ（幼生）、イシカワガエル（オタマジャクシ）、ハナサキガエル（成体）も出現し、観
察会は盛り上がりました。一瞬でしたがハブが出現し（すぐに草むらに逃げて行ったけど）ヒヤっとし
ましたが、なかなか見ることができ

里勝己学長が開設を祝してキャンパス看板の除幕をしました。
開設式典にともない行われた公開講座では、早速スクリーンに映
された画面上で琉球大学と大宜味村を繋げたサテライト映像配信で
教育学部の照屋俊明准教授による「シークヮーサー搾り残渣を活用

ないクロイワトカゲモドキも観察で
き参加者たちは短い時間、短い距離
の中で様々な生き物を確認すること

した機能性素材の研究開発」と題した授業と名桜大学人間健康学部
の高瀬幸一教授を招き「産学官で取り組む健康増進施策―自主的な
運動の場とコミュニティづくりの先進的事例紹介―」の出前授業が

ができやんばるの生きものの多様さ
を肌で感じることができ貴重な体験
となりました。

行われました。
題名だけ見ると難しいように思える大学の授業ですが、実際に受
けてみると、シークヮーサーの残渣には美白効果や肥満防止効果、

大宜味中ソフトテニス部の活躍

痒みを抑える効果、排尿障害を改善する効果など様々な効果が期待

各大会で九州大会派遣決定

７月 22 日（金）～ 24 日（日）、沖縄県総合運動公園庭球場において第 58 回沖縄県中学

されていることがわかるなど、興味深くわか

校ソフトテニス競技大会に、大宜味中学校３年生の福地嬉楽璃さん、嵩原咲輝さんが女子

りやすい解説で受講者たちも真剣に話を聞き、活発に質問をしていました。
サテライトキャンパスは７月６日（水）の「海洋の科学」から始まり、「琉球語

代表個人の部に出場。見事３位となり、九州大会の切符を手に入れました。
専門のコーチがいないソフトテニス部では部員が自分たちでメニューを考え、練習を

学概論」、「天体観測を通して学ぶ宇宙」など様々な授業があります。いつからで

行っています。８月８日から 10 日まで宮崎県で行われる九州大会では１勝でも多く勝ち

も受講できますが、受講には事前に申し込みが必要となります。空いた時間を有

進みたいと意気込みを見せてくれました。

効に自分のために使ってみませんか？

また 24 日に同会場で行われた九州の集い予選大会には２年生の仲宗根舞さん、根本羅々

サテライトキャンパの問い合わせ、申し込みは琉球大学地域連携推進課までお
これからの講座
講座名

お問い合わせ・申し込み

地域連携推進課

電話 098-895-8085
（担当：大城）
ホームページもご覧ください！

さんが出場し、第 14 回九州中学生ソフトテニス選抜研修大会に参加することができました。
８月 23 日から 27 日に行われる研修大会では、県を代表して九州の強い選手との試合や研修で競技力の向上を目

願いします。
（平成 28 年８月）
開催期間

時間

対象者

琉球語学概論Ⅰ

８月５日（金）

１４：４０～１６：１０

村民

市民ランナーのためのランニング科学講座

８月６日（土）

１３：００～１７：００

村民

総合特別講義Ⅱ

８月１８日(木）

１０：２０～１７：５０

村民

総合特別講義Ⅱ

８月１９日（金）

１０：２０～１７：５０

村民

総合特別講義Ⅱ

８月２０日（土）

１０：２０～１７：５０

村民

天体観測を通して学ぶ宇宙

８月２２日（月）

天体観測を通して学ぶ宇宙

８月２３日（月）

天体観測を通して学ぶ宇宙

８月２４日（月）

天体観測を通して学ぶ宇宙

８月２５日（月）

授業内容の詳細がわかります。
http://ryudaicoc.jim.u-ryukyu.ac.jp/lecture
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えっ !? 天然記念物がこんな近くに !? 足元の自然に気づく「夏の夜の生きもの観察会」
７月 16 日、ぶながやの里生涯学習第２回講座「夏の夜の生きもの観察
会」が開催されました。今年も講師に村山望さんを招き、なぜこのやん
ばるという狭い地域にこれだけ多くの固有種が生息しているのか、その
貴重さについて熱い講義を受けた後、夏に見られる生きものを探しに大
国林道へ向かいました。
目的地に着く道のりでも小型のコウモリや小さいアカマタなどが出現。
いい生きもの観察日和の予感がする中、大国林道に到着。そこからは徒

７月３日（日）
、大宜味村農村活性化センターにおいて琉球大学・

琉球大学

大教委通信 No.２５９

１２：５０～１４：２０
１４：４０～１６：１０
１０：２０～１１：５０
１２：５０～１４：２０
１０：２０～１１：５０
１２：５０～１４：２０
１０：２０～１１：５０
１３：００～１４：３０

村民
村民
村民
村民

琉大・名桜大サテライトキャンパス

指します。嬉楽璃さん、咲輝さん、舞さん、羅々さんの活躍を期待しています。

きれいな海を保つため…

今年はキャンパーも加わり海浜清掃

７月 24 日（日）、津波区民 77 名が集まり、津波区海浜清掃を行いました。
当日は快晴。午前中の活動とはいえ暑い一日の始まりとなりました。毎年の成
果が実ったのか、今年はごみの量が一段と少なく、また今回の活動には、旧大宜
味中学校前でのキャンプしていた家族づれも活動に参加してくれ、予定時間より
早く終了。活動の中でお互いの気持ちが伝わった事も何よりの成果でした。
この活動に参加してくれた区民 77 名の皆様には心より感謝致します。津波区
の行事の一つとして続けていきたい活動です。清掃後にはサラメー 100 円食堂が
開かれ、サンチャイルド津山農園の冨重浩之さんからミニマンゴー 18 キロの差し入れも加わり、気持ちの良い汗を
流した後の最高のおもてなしをいただきました。屋良区長は「６月からスタートしたサラメー 100 円食堂も今回で
２回目。手作りのカレーとぜんざいを頂きながら疲れを癒した海浜でした。これも全て地域の皆さんの支援があっ
たからこそ大盛況に終えることが出来ました。」と喜びました。

生涯学習講座②夜の生きもの観察会

６

２０１６年 （平成２８年） ８月１日

大教委通信 No.２５９

「しまふとぅば」のこと

７
うみがーみー

ふたび

あち

今年やうみきち暑はんやーをー。
なち

てーふー

いっけー

あみ

今年ぬ夏―やうみきち暑はぬ、台風ぬん少らはぬ、うぬまま雨ん降らんでー、じゃふぇーな
ちぢ

みじ

いきさんぬみ

いらはじえっさーやーをー。うぬ暑さやなまなま続くらはじえっとぅ、水ん沢山飲んそーち、
むん

いんけー

ゆ

ー

き

へーべー

ゆふ

やんめー

飯ぬん沢山食そーち、夜ふかしん、しんそーらんぐっとぃ、早々とぅ眠んそーち、熱中症かか
らんげーしー気ちきんそーりよー。

うみがーみ

海亀―ぬくとぅ。
き

ざ

は

し

り

に

み

ふが

な

しな

なは

今年や喜如嘉とぅ根路銘ぬ浜ねー海亀が卵ん沢山産ついしが、どぅくまでぃ暑はぬ、砂ぬ中
ふえー

ぬ卵が早く孵化ぞーはぬ、孵化―ぬ時期んわかいぐらはなてぃ、うりんじゃーふぇーなとぅん。
ふんちち

ゆ

今月ん、読でぃとぅらしんそーち、にふぇーえんそいたんどー。

ウミガメ情報

７月２６日現在

Ｎ０

海岸名

1

道の駅

6月4日

55±３

7 月 29 日

アカ

バス停北４０メートル

2

喜如嘉

6 月 13 日

53±３

8 月 7 日？

アオ

ニーブイ道

3

〃

6 月 20 日

52±３

8 月 11 日？

タイマイ

２の３０メートル南

4

道の駅

6 月 24 日

52±３

8 月 16 日？

アオ

１の２０メートル北

5

喜如嘉

6 月 26 日

52±３

8 月 18 日？

〃

6

〃

7月4日

53±３

8 月 26 日？

タイマイ

５の南２０メートル

7

道の駅

7月5日

53±３

8 月 27 日？

アオ

４の北２０メートル

8

喜如嘉

7月6日

53±３

8 月 28 日？

〃

２の近く

9

〃

7 月 17 日

55±３

9 月 10 日？

？

ニーブイ道北 ２の北

10

〃

7 月 19 日

55±３

9 月 12 日？

アカ？タイ？

上陸・産卵日

今月の生きもの

脱出予想日数

脱出予想月日

種 類

上陸の状況等
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ハイ：コブラ科
はい、はい、はは～い、ハイ！と言う事で、私、ハイでございます。
可愛い姿とは裏腹にコブラと同じ毒を持つ毒ヘビです。でも、口が小
さくて咬むことはまずないし、臆病な性格なのですぐ陰にかくれちゃい
ます。奄美大島には同じコブラ科の仲間で「ヒャン」って言う同じくら
いの大きさで似た姿をしているヘビもいるの。ハイやヒャンは現地の言
葉で「日照り」を意味していて私を見かけると日照りが続くと言われて
いるみたい。本当にそうかは実際見て見ないとわからないけどね。

18 日（木）わんぱく体験団④キャンプ ～ 19 日
１日（月）区長会
21 日（日）国頭郡ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ大会・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
３日（水）わんぱく体験団③
21 日（日）塩屋湾のウンガミ（海神祭）
11 日（木）山の日
13 日（土）第 36 回大宜味村夏まつり ～ 14 日 23 日（火）大宜味小サマースクール④
24 日（水）大宜味小サマースクール⑤
14 日（日）国頭郡ソフトテニス大会
25 日（木）第２学期始業式
15 日（月）旧盆（ウンケー）
27 日（土）国頭郡ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会 ～ 28 日
終戦記念日、全国戦没者追悼式
第 54 回沖縄県ｽﾎﾟｰﾂ推進委員研究大会 ～ 28 日
16 日（火）旧盆（中日）
大宜味・大兼久区豊年祭
17 日（水）旧盆（ウークイ）
今年は例年とは違う夏のような気がします。 大型のものは来てほしくないけど、 温かくなった海水をかき混ぜるために台
風も来てほしいし、 何より暑くて敵わない。 こんな天気が続くのは異常気象？それともハイを見たせいかしら…。

８

