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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

沖縄県労働金庫杯

ブロック優勝

第 11 回国頭地区ミニバスケットボール交歓会

大宜味小男子ミニバスケットボールクラブＣチーム

９月３日（土）
、名護市の 21 世紀の森体育館において沖縄県労働金庫（名護支店）杯第 11 回
国頭地区ミニバスケットボール交歓会 C チーム大会に大宜味小学校ミニバスケットクラブＣチー
ムが出場し、ブロック優勝を果たしました。
Ｃチームは小学校３年生までの選手で構成されており、大宜味小からは３年生の宮城泰斗くん、
幸山太輝くん、奈良樹くん、島袋晃匠くん、２年生の大石明翔くんの５名が出場。
１回戦の上本部小との戦いは４対４の接戦で、最後はフリースロー対決となり大宜味小が３対０
で勝利をものにしました。２回戦に当たったのは稲田小には８対２で快勝。日頃の練習の成果を
結果として残しました。
志良堂寛太監督は「優勝しようという強い気持ちで戦いに臨めたことが良かった。一生懸命練
習を頑張った成果が出た。普段から 30 分のシューティング練習をしていることや A チームに混
ざって公式戦に出場していることで他のチームと経験値の差が出たと思う。今後の彼らの活躍に
期待したい。
」と喜びました。
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最後まで逃げ切れるのは誰 !? 今こそわんぱく力を発揮せよ！
平成 28 年度わんぱく体験団

第４弾 「逃走中」

９月 24 日 （土）、 わんぱく体験団第４弾 「逃走中」 が行われました。
旧塩屋小学校を使っての逃走中♪ この日は 24 人の団員が集まり、 朝からテンション MAX ！
最後までハンターから逃げ切れるのか？ゲーム中に出題されるミッションをクリアできるのか？みんなで協力して
ミッションに挑めるか？団員たちに数々の試練が待ち受けていた…。
逃走中開始！みんなとにかく逃げろ～ !!

ミッション①ひらがなカードを集めて３文字言葉を作れ！

８つの言葉ができた

ミッション①成功！
後ろから怪しい影が…
ミッション②
全員で５回続けてなわとびを跳べ！

ハンター !?

ミッション②失敗

国立劇場が大宜味村に !!

全員解放ならず…

仲村逸夫・佐辺良和

二人会

９月３日（土）、村農村環境改善センターにおいてふるさとチャリティー公演「仲村逸夫・佐辺良和

ミッション③全員分の名札を手に入れろ！

二人会」が開催されました。
村塩屋出身の仲村さんと父親が国頭村浜、祖母が謝名城の佐辺さんは沖縄県立芸術大学で出会い、そ
れぞれの分野で技芸を磨きながら互いに高めあってきた同級生。昨年は国立劇場おきなわにて独演会も
開き、大盛況で幕を下ろしました。
がっつり捕まってます…
僕じゃないよ

ミッション③失敗
これにより
最強ハンター放出決定！

最後まで逃げ切る逃亡者は誰かみんなが期待
していましたが、 まさかの展開に…。
最後の５分で全員が捕まってしまいました。
それだけハンターは速かった。 大人はすごかった。
けど、 結構楽しかった !! よね？

日頃からふるさとのために何かできないかと考えていた二人の想いが重なり、今回二人に縁のあるや
んばるでチャリティー公演を行う運びとなりました。
当日は開場前からすでにたくさんの観客が集まり、会場は満席。
第一部はかぎやで風に始まり、佐辺さんの艶やかな舞踊と仲村さんの力強い三線に魅了されました。琉
球古典芸能界でご活躍されている友人方が友情出演してくれた第二部では繊細でいて力強い踊りに引き
込まれ、創作劇や喜歌劇で爆笑し芸の奥深さを知ることができ大満足の公演となりました。

３

わんぱく体験団⑤逃走中

ふるさとチャリティー公演「二人会」
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最後まで走り抜け！

仲間がたくさんいるって素晴らしい！

大接戦の総力リレー
みんなが一丸となって会場に大きな輪ができました！
最後まで順位が入れ替わりました
つなげバトン！

大成功！

圧巻！

とにかく楽しんでます !!
魅せろ！女子力♪

大宜味小学校・中学校

第１回

大運動会

１つ１つの技が光ってます！

こちらになります！
息があってます。

楽しんだもの勝ちでしょ♪

９月 18 日（日）、大宜味小中学校において第１回大宜味小学校・中
学校大運動会が行われました。
小学校が統合、中学校が移転して初めての運動会。
地域のみなさんと大きな輪を作って踊ったみんなで踊ろうや小中学

中学生はやっぱり格好いい♪

生が一丸となって挑んだエイサー、低学年のかわいいダンス、中学生
の力を見せつけてくれた組体操など、今までにはないボリューム満点、
見どころ満載の運動会となりました。

５

大宜味小学校・中学校

第１回 大運動会
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村内のホッとな活動をご紹介♪

感じたこと、学んだことを伝え、共に考える…
沖縄こども環境調査隊 2016 シンポジウムで上原蓬さん屋久島視察報告

大教委通信 No.２６１

ホッと

大宜味人の

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。

自然保護活動を調査し、環境問題について考える「沖縄こども環

「一人一人の協力が集まって、無理なく、楽しくみんなで囲む区民の食卓」

境調査隊」に大宜味小学校５年生の上原蓬さんが選ばれ、７月 26 日

高齢者など全ての住民を対象に、公民館や空き家を利用して誰もが気

地域の人々と交流しながらウミガ

軽に集まれる居場所、日常的な助け合いが行われる「憩いの場づくり」

メの産卵を見たり、屋久島の森を

をしている社会福祉協議会の事業として田嘉里、喜如嘉、大保でも行

歩いたり、海や川、山などを調査。

われています。

屋久島の豊かな自然を自分たちの

津波区は公民館に台所がなく、旧公民館を前田幸輝さん、神山俊夫

目で見て、手で触れ多くのものを感じ、貴重な体験をし、９月３日

さん、志良堂清邦さん、知花稔さんの４名が猛暑の中、時間を見つけせっ
せと工事を進め改装。作業がし

（土）屋久島視察の報告会が、タイムスホール（那覇市）で行われ

やすいように置き場所を工夫するなど使用する人のことが考えられた優

ました。

しい設計となりました。

蓬さんは「屋久島と沖縄の自然の違いと共通点」について宜野湾

また、食器棚や台所用品などは、住民福祉課、教育委員会に申請し旧

中学校２年生の知花俊輝くんとともに発表。屋久島と沖縄では海岸

大宜味中学校の家庭科室から譲っていただきました。

の砂の質が違うこと、それは島の成り立ちに関係していることがわ

住民福祉課の伊是名和代係長、大宜味村社会福祉協議会の平良祐子さ

かったと報告。調査を通して自然の違いと共通点には島の成り立ち

ん、平良美香さんにはサラメー食堂で出す食事の献立作りのアドバイス

や海流、気候が関係していることを知りました。

をいただき、食べやすく美味しいメニューを作ることができました。
地域の方々からはゴーヤーなどの野菜やマンゴー、ドラゴンフルーツ

ウミガメの産卵やシュノーケリング、屋久杉も見ることができ、

などの果物、安室養鶏からは卵やハイケイなどの提供もあり、献立が充

とても楽しい体験だったと話してくれました。

実されてきました。また、食材調達のための運転や、調理にも多くの方々

10 月開催サテライトキャンパスのご案内

に手伝って頂き、食材から人材までみなさんの協力のもとに成り立って
います。

７月から始まったサテライト大宜味キャンパス。琉球大学、名桜大学の公開授業や、一般向けの

サラメーのテーマである「みんなで（わ）」がここにあります。

公開講座、大学の講師がキャンパスに出向く出前授業が大宜味村にいながら受けられます。

区民であればどなたでも参加できるサラメー食堂。100 円で食事がで

９月は大学が夏休みのため、お休みしていましたが、村民の学ぶ意欲に応えるため、これからも
徐々にさまざまな分野の講座を取り入れていく予定なので、興味のある方は下記連絡先までお気軽
にお電話、お申込みください。

きることだけでなく区民同士の交流も図れます。
サラメー食堂は毎月第４水曜日に開催。午後４時 30 分～６時 30 分。みなさんと一緒にゆんたくしながら食事
できることを楽しみに区民一丸となって進めていきたいと思います。

開催期間

時間

受講料

対象者

募集人数

琉球語学概論Ⅱ

１０月１４日（金）

１４：４０～１６：１０

無料

村民

－

琉球語学概論Ⅱ

１０月２１日（金）

１４：４０～１６：１０

無料

村民

－

琉球大学出前講座
電子工作教室（ミニ四駆とLEDを題材に）

１０月２３日(土）

１２：００～１７：００

無料

村内の
小学５、６年生
と保護者

先着10組
1組につき
1個工作

琉球語学概論Ⅱ

１０月２８日（金）

１４：４０～１６：１０

無料

村民

－

★お問い合わせ・申し込みは、琉球大学地域連携推進課まで★

☎０９８－８９５－８０８５

７

9.28

７月から津波区で実施されているサラメー食堂。地域の子どもから

から 30 日までの日程で鹿児島県屋久島を訪問しました。

講座名

津 波
28.0

Fax０９８－８９５－８１８５

沖縄こども環境調査隊 2016 シンポジウム・お知らせ

生まれ育った地元に恩返し

吉田春子

仲村逸夫さん、佐辺良和さんが二人会の収益金を寄付

９月 16 日（金）、仲村逸夫さん、佐辺良和さんが村長室を訪れ、
３日に行われた二人会の収益金の一部を大宜味村教育委員会に寄付
し、二人会のお礼をしました。
仲村さんは「今回の二人会はやんばるということもあり、出演者
一同のびのびと楽しくできた。当初は２時間を予定していたが、お
客さんたちに乗せられ、３時間近くの公演となった。今回も入場で
きなかったお客さんもいると聞き、心残りだ。また定期的にこのよ
うな公演を開けるようにしたい。」と話してくれました。
また若い世代にもっと琉球芸能を知ってほしいと第十九回日本伝
統文化振興財団賞で作成された「佐辺良和（琉球舞踊家・組踊立方）」（地謡：仲村さん）の DVD と仲村
逸夫独唱集の CD を大宜味中学校へ寄贈してくれました。

大宜味人のホッとする話・二人会より収益金寄付
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「しまふとぅば」ぬくとぅ

９
うみがーみー

変化してきたしまふとぅば

しまふとぅばには単語の発音が変化したことばがあります。代表的な例では「Ｐ音」、
「Ｆ音」、
「Ｈ音」があります。Ｐ（ぱ）→Ｆ（ふぁ）→Ｈ（は）に変化したことばを探してみました。中にはＰ
音やＦ音で残っているのも見受けられます。
Ｐ音

Ｆ音

Ｈ音

やまとぅぐち

ぱんめー

ふぁんめー

はんめー

主食？

ぱがま

ふぁがま

はがま

釜（ハガマ）

ぴんめー

ふぃんめー

ひんめー

昼食、おやつ

ぱや

ふぁや

はや

柱

ぴんぷん

ふぃんぷん

ひんぷん

門の内側の垣根

ぷくちち

ふぅくちち

ふくちち

台所（トゥンガとも言う）

ぱる

ふぁる

はる

畑

ぴとぅ

ふぃとぅ

ひとぅ

イルカ

ぱべーる

ふぁべーる

はべーる

蝶々

ぱぶ

ふぁぶ

はぶ

ハブ（毒蛇）

ぱーりー

ふぁーりー

はーりー

ハーリー船

ぱな

ふぁな

はな

花・鼻

等々色々ありますが地域によって変化したりしなかったりすることばもあるようです。よく
使うことばで、山羊は国頭地方ではピージャーですが中南部ではヒージャーに変化しています。
大宜味村ではもちろんピージャーです。ことばに優劣はありません。堂々としまふとぅばを
使いましょう。
くーぬん
（今日も

ゆりとぅらしんそーち
お読み頂き

にふぇーえんそいたんどー
ありがとうございました）
はーみー（カメ）

今月の生きもの

チブサトゲグモ：コガネグモ科

こんにちは♪私、いつもニコニコ♥チブサトゲグモです。
シーサーグモって言ってる人もいるじゃないかしら。笑って
いる顔のように見えるのは、皆さんもお分かりの通り背中の模
様なの。本当の顔も目がくりくりで結構かわいいんだけど、ど
こにあるかわかるかしら？名前の由来は腹部のトゲが乳房みた
いに見えるからなんだって。昔の人って想像力豊かよね。
１日（土）国頭郡中学校陸上競技大会
２日（日）幼稚園運動会
３日（月）区長会 振替休日（幼稚園）
７日（金）幼・小・中一斉授業参観日②
校内童話お話大会（大宜味小）
10 日（月）体育の日

15 日（土）辺土名地区ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ交歓会
16 日（日）国頭郡陸上競技大会（本部町）
22 日（土）生涯学習④
26 日（水）第６回世界のｳﾁﾅｰﾝﾁｭ大会 ～ 30 日
28 日（金）世界のｳﾁﾅｰﾝﾁｭ大会大宜味村出身者歓迎交流会
30 日（日）村老人・婦人合同スポーツ大会

9 月 15 日、 私たちの住むやんばる地域がやんばる国立公園として指定されました。 私たちが当たり前に見ている暮ら
している自然が重要なものだと評価された結果です。 この当たり前を大事に守っていき、 未来へ繋ぎたいと感じました。
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