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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

村の子ども、 村民の安全を守るため！
大宜味小 ・ 中学校横に押しボタン式信号機設置

11 月 21 日（月）
、大宜味小・中学校裏門前にできた信号機の点灯式と横断歩道渡り初めが行
われました。
学校の横に点滅している信号機ができたことはみなさんも知っていたと思いますが、この日か
ら信号機が本格的に点灯することになりました。
大宜味小学校の宮城達也校長先生は「待ちに待った信号機の設置。思っていたより早く設置さ
れて嬉しい。これで避難訓練の時も信号機で車を停められるので急いで安全に避難することがで
きます。早急に取り組んでいただき、ありがとうございます。子ども達と一緒に安心・安全に使っ
ていきたい。
」と感謝の気持ちを表しました。
児童を代表して横断旗を受け取った大宜味小６年生の宮城敏伍くんは「災害があった時、車が
通っていると危ないけれど、信号機のおかげで安心して道路を渡ることができるから嬉しい。」
と笑顔で話してくれました。
信号機ができたからと言って、それだけで事故が起きないようになるわけではありません。こ
れをきっかけに子ども達を始め、私たち村民一人一人が交通安全を心がけ、交通事故のない安心・
安全な村を目指しましょう。
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かぎやで風
玉城琉七扇会大田多恵子琉舞研究会

未来への賛歌
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貫花

中曽根善子

紅葉・白雲の城
琴修会沖縄北支部

草燃える
大江戸祭りばやし
日本舞踊西川楚多華道場

こもれび music
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第 21 回 しまんちゅ芸能

第 43 回
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かわいいぶながやたちがお祝いに駆けつけてくれました !!

おおぎみ展

11 月 11 日（金）～ 13 日（日）、旧大宜味小学校体育館において、第 43 回おおぎみ展が開催されました。
喜如嘉保育所のぶながや太鼓で始まったおおぎみ展。今年は絵画や染織、陶芸などを始め、てぃぐ
まの村民や村出身者の作品や子どもから老人会メンバーの作品まで約 900 点が展示されました。
芸術講座では村老人会による「昔の玩具づくり」が行われ、昔の子ども代表のおじいちゃんたちに
アダンの葉や竹を使って風車や腕輪、竹トンボの作り方を教わりました。村の子供たちや民泊の高校
生たちはあくせくしながらも、身近にあるものを使って自分でおもちゃを作っていたおじいちゃんた
ちの知恵を肌で感じながら学びました。

昔の玩具づくり

風車、回ったよ～！
童神
ウイオハナ

リロの唄
大宜味サークル

森のくまさん、アンパンマンマーチ他
大宜味中学校吹奏楽部

11 月 13 日（日）、村農村環境改善センターにおいて第 21 回しまんちゅ芸能が
開催されました。
かぎやで風で幕開けした今年のしまんちゅ芸能には、村で活躍する 12 組の個
人・団体が出場。舞踊や三線、大正琴、フラダンスや歌、吹奏楽と大人から子ど
もまで楽しめる芸能が集まりました。
初出演となる喜如嘉獅子舞クラブは本物の獅子が舞い降りてきたような圧巻の
演舞を見せてくれ、大宜味村青年会のエイサーにも加わり、会場を一層盛り上げ
てくれました。
前ヌ浜

知念伸

民泊生にも大好評♪

♥

また、12 日には子どもと大人の本のイベントと題し、読み終わった本やマンガを売る一箱古本市とお
はなしまつりが行われました。
おはなしまつりには大宜味や国頭、那覇から愉快な読み手が駆けつけてくれました。おはなしまつりの
発起人安里郁江さんが腹話術をしたり、パンダの格好でお話を読んでくれたり、ブラックパネルシアター
をしたり盛りだくさんの内容で集まった子ども達は心地よい風の中、お話を熱心に聞き入っていました。

おはなしまつり

鳩間節 他２曲
芸能あしびしんか「山原いじゅの花」

３

アジアを渡る風・ミルクムナリ
喜如嘉獅子舞クラブ

パンダ登場！

エイサー
大宜味村青年団協議会

第 21 回しまんちゅ芸能

第 43 回おおぎみ展
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シャボン玉の中のシャボン玉発見！
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今年度最後のわんぱく…、 中でも外でも思う存分遊びつくせ！！

午後

平成 28 年度わんぱく体験団

第６弾 「わんぱく紙ヒコーキ cup 2016 ＆修了式」

①11 月６日 （日）、 大宜味小 ・ 中学校において今年度最後のわんぱく体験団が行われました。
最後のわんぱくは紙ヒコーキ大会。 最後なのに部活や行事と重なり、 21 名の参加という少人数でしたが、 さっ
そく活動開始。 へそヒコーキ、 やり型１号、 シュワイザー、 スカイキングなど距離、 滞空時間それぞれに強いタイ

どっちが大きい？

巨大シャボン玉づくりに挑戦！

③午後は外に出て
シャボン玉遊び♪
一番大きいシャボン
玉を作るのは誰？
二重のシャボン玉
は作れた？

決定的瞬間！くねくねシャボン玉

本日の講師
琉球大学：福田英昭先生

１年間よくがんばりました♪

大人も一生懸命

長く遠くまで飛ぶ紙ヒコーキをつくろう！

プのヒコーキを作ったら、 わんぱく紙ヒコーキ cup 開幕です。

いろいろな形のヒコーキに挑戦

ペットボトルロケットを飛ばそう！
こんな遠くに !!
飛び続けろ！俺のヒコーキ !!
④グラウンドではペットボトルロケッ
ト飛ばし！器具の不具合もあって難
航しましたが、 予想以上に遠くま
で飛ぶロケットに大興奮 !!

修了式

⑤修了証書、 皆勤賞が手渡されました。

今年度は部活や行事と重なることがたびたびあ
りましたが、 その中でも休まずに活動に参加し、
見事、 皆勤賞をもらった団員が 11 名もいました。
少し難儀をする活動もありましたが、 怒られつ
つ、文句を言いつつも自分たちで楽しみを見つけ、
思い切りわんぱくしてくれたと思います。
これからも一人一人が個性を伸ばし、 様々なこ
とを乗り越え自分に自信が持てるような活動を続
けていきたいと思います。 お疲れ様でした (^o^) 丿

５

遠くまで飛んで行け～！

素敵なフォームです !!

上等♪
②試運転を繰り返し、 これはと
思う２機で距離と滞空時間の
勝負。 すぐに着地してしまった
り、 引き返して来たり、 意外に
遠くまで飛んだり、 悔しがった
り、 喜んだり、 とにかく笑いの
絶えない大会となりました。

わんぱく体験団⑥紙ヒコーキ＆修了式

わんぱく紙ヒコーキ cup 結果
飛行距離・滞空時間ともに
大宜味チーム・ぶながや混合チーム

優勝 !!
４

２０１６年 （平成２８年） １２月１日

大教委通信 No.２６３

電気はどこでどうやって作られているの？見て感じて学ぶ体験学習
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ホッと

村内のホッとな活動をご紹介♪

大宜味人の
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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。

11 月 18 日（金）
、大宜味村学力推進向上委員会社会力育成
部会の一環として、大宜味小学校４年生が電気エネルギーを
学ぶこと、沖縄の自然と文化を学ぶことを目的に具志川火力

「がんじゅう教室に高校生がっ !! 来た～！」

発電所と琉球大学に訪れました。
施設内見学

端慶山直美さん宅に来た民泊の高校生が参加し、津波部落

は関連する社会教育施設な

の老人会の皆さんと１時間余楽しく過ごしました。

どの視察・研修を行ってお

老人会の皆さんと楽しくお話をしたり、新城寿賀子さん

り、具体的な取り組みの仕
方や施設などの活用法について学びます。
具志川火力発電所では本館で大きな機械を見たり、高く広い貯炭所の
炭を見たり、施設内を回って電気ができるまでの流れを勉強しました。
頭を使え！自分で選ぶ 500 円ランチ
満足♪

満足♪

次に琉球大学のカフェテリアに行き、大学生のお兄さん、お姉さん

指導のもと、ダンスをしたり、他ではなかなか体験するこ
とができない時間となりました。
めったにない体験をした高校生たちは「ダンスや踊りをして楽しく過ごせた。優しくて何
でも丁寧に色んな話を聞かせてくれた。」と満足した様子。

と一緒に一人 500 円で自分の食べられる量と金額を計算しながら、自

老人会の皆さんも笑顔が絶えませんでした。寿賀子さんの踊りについつい乗せられ、「安里

分好みのランチをチョイス。しっかり計算できたおかげで全員完食で

ユンタ」や「大宜味音頭」も全員で踊ることができました。高校生たちは初めて「見る」
「踊
、

した。

る」踊りでしたが、さすが若者！あっと言う間に適応していました。

午後は発電所で習ったことのおさらいも兼ね、自転車をこいだり、
温めた蒸気でモーターを回したり実験を通して自分たちの力で電気を

老人会のメンバーも高校生と楽しい一時を過ごして「長生きするさー、ちゅうやー、あん
しうむさたるやー」と笑顔。
民泊生は海が近いということもあり、時間があるときには毎回、勝江さん、直美さんと一

つくりました。
最後は風樹館に行き、沖縄の生

緒に海岸の清掃をしたり、手作りのペンダントを作ったり、ジャガイモを植え付けたり様々

きものについて学んだり、世界一

な体験をして民泊をしています。がんじゅう教室も体

大きなゴキブリを触ったり、くる

験の１つになりそうです。

くる落ちてくる種子を観察したり

私も教員の血が騒ぐのか、毎回訪れた民泊生たちに

生きものや文化についても学び、

「どこから来たの？」
「何をしたの？」
「民泊は楽しい？」

朝から午後まで楽しく学んだ盛り
火力発電のしくみを実験でおさらい

0.19

10 月 19 日（水）
、そのがんじゅう教室に安座間勝江さん、
村学推社会力育成部会で

暑かった…。

津 波
28.1

など質問攻めにしてしまいます。素晴らしい高校生と

だくさんの１日となりました。

の出会いが何よりの喜びです。又来年も津波に来てね

ひらひら落ちてくる種をキャッチ

吉田春子

かわいいピアニストたちの演奏に癒されに来ませんか？

こもれび music ピアノコンサート 2016
日 時：2016 年 12 月 18 日（日） 午後４時開演
場 所：大宜味村農村環境改善センター

800 冊以上の本が待っている、年に一度の大きな図書館♪移動図書館
11 月 19 日（土）
、村農村環境改善センターにおいて沖縄県立移動図書館 in 大宜味村が行われました。
公共図書館のない大宜味に年に一度やってくる移動図書館。
改善センターには絵本や児童書、小説、料理の本から趣味の本、
専門書など 800 冊余りが集結。今回は一人 15 冊までと去年よりた
くさん借りることができ、訪れた人たちも本を一つ一つ手に取り、

入場料：無料

じっくり選んでいました。

お問い合わせこもれび music ☎ 090-9385-6830（代表：前田）

絵本のコーナーでは読み聞かせが行われたり、自分の好きな色に
ぬって作れる飛び出す絵本を作れるコーナーもあったり、いろいろ

後援：大宜味村教育委員会

な形で楽しめる一日限りの図書館となりました。

７

大小４年生体験学習・お知らせ

大宜味人のホッとする話・移動図書館
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「しまふとぅば」ぬくとぅ
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ウンネー（芋ナイ折目・ウムニー）のこと

うみがーみー

肌寒く感じる季節になると毎年ウンネーのことが頭をよぎる。旧暦の１１月に芋の豊作を祈
願する行事である。現在でも旧暦１１月の最初の「つちのと」の日に田港ノロ管轄の塩屋港内
の四カ字（田港、屋古、塩屋、白浜）ではノロをはじめハミンチュ（神人）の皆さんが港内の
行事として執り行っている。２０～３０年前までは各家庭でも三メー鍋、四ンメー鍋等でウム
ニーを作って仏前に供えていたが、近年はめっきり減ってきたように感じる。変化の激しい時
の流れの中でもハミンチュの行事として残っているものが各家庭で無くなりつつあるというの
は寂しさを感じる。
私はウムニーを今でも自分で作り、仏壇に供えてからいただいている。それも自分で植えて
収穫した芋で作る。ウムニーの作り方は十数年前に今は亡き母から習った。そして芋（カンダ
バー）を植える時期も母から習った（ちなみに私は大学で農学の園芸を専攻したが大学では教
わることは無かった）。旧暦の６月にカンダバーを植えると虫の影響（インジンコー）を受けず
にきれいな芋が出来るというのである。実際にそうであった。今でもウムニー用のカンダバー
は旧暦６月に植えている。最近、虫は来ないがネズミが来て困る。
我が家のウムニーのレシピ？を紹介しよう。
材料：芋１０ｋｇ、モチ粉１ｋｇ、砂糖５００～７００グラム（砂糖は芋の甘さで加減する）。
作業：二ンメー半の鍋に皮をむいた芋と少量の水を入れて煮る。傍でモチ粉を蒸してもちを
準備する。芋が煮えたらその上にもちを入れ、インガ竹を３本束ねた棒で芋の塊を潰し、砂糖
を加えながらもちと絡むまで唯ひたすらつつく、こねる。３０分程でウムニーらしくなるが芋
の形が小さく残る。後は両椀の疲労との闘いである。１時間程つついても芋の形が残るので、
芋の形を残さないという闘いに敗れ、妥協して作業は終了する。むかしんちゅ（母の世代）が作っ
たウムニーは芋の形がない完璧で綺麗なウムニーであったが、現代人はそれを再現できないで
いる。昔の芋と今の芋は種類が違うから等の理由探しをして十数年になる。今年は１２月３日
がウンネーだが芋の形が残る「妥協」ではなく、「芋粒をあえて残した現代風ウムニー」とうそ
ぶいていることだろう。

今月の生きもの

オキナワオオハシリグモ：キシダグモ科

こんばんは。私、オキナワオオハシリグモです。
私は沖縄の森に住んでいる大型のクモで、樹上や沢沿いの岩の
上を歩き回って、昆虫やカエル、時には水中へもぐってオタマジャ
クシや魚も食べるんです。クモだし、魚まで食べちゃうなんて怖
いって思う人もいるかもしれないけれど、私もやんばるの森の大
事な一員。見つけてもすぐに逃げたりしないでね。

１日（木）区長会
６日（火）大宜味中学校修学旅行 ～９日
９日（金）生活発表会（幼稚園）
10 日（土）ぶながや生活発表会（喜保）
11 日（日）村成人スポーツ大会
14 日（水）
「体験の翼」事前学習会②＆保護者会

17 日（土）生活発表会（塩保）
18 日（日）こもれび music ピアノコンサート
20 日（火）交通安全シークヮーサー作戦
22 日（木）第２学期終業式
23 日（金）天皇誕生日
28 日（水）官公庁仕事納め

毎年驚いていますが、 あっと言う間の年末。 時間を大切に過ごしてきたつもりなのに、 もうこんな時期って感じです。 と
は言え、 クリスマスや忘年会など楽しいことだらけの季節。 みなさん、 暴飲暴食しないよう健康に心がけて楽しみましょう！
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