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情報交差点・心と心の交わり
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大宜味村教育委員会
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FAX ４４ー３０２９

1 人じゃない！すべての命がつながり、関わり合いながら生きている！
劇団たんぽぽ「いのちのまつり」公演

12 月 16 日（金）
、大宜味小・中学校体育館において平成 28 年度劇団たんぽぽ公演「いのちの
まつり」が行われました。
今年劇団創立 70 年を迎えた劇団たんぽぽは「いのち」をテーマにした作品に取り組んでいます。
今年の公演は村内の子ども達だけでなく、一般の方々も観覧できる形となりました。
なぜかいつも思い通りにいかないことばかりのカー坊の日常から不思議なことが起こり、人の
優しさや命の大切さに気付いていくお話。目まぐるしく動く舞台や出演者の迫真の演技に子ども
達の目は釘付けになり、時々見せるおかしな動きやセリフに笑わされました。
最後は大宜味小５、６年生と大宜味中学生も出演し、迫力あるエイサーを披露。劇団員に負け
ないくらいの大きな声と演舞で後輩たちを魅了させました。
劇を終え、大宜味中２年の川村海くんは「素晴らしい劇だった。いのちのまつりは絵本で読ん
だことはあるけれど、本とは違う表現のし方で見ることができて良かった。『一人じゃない！す
べての命がつながり、関わり合いながら生きている！』という最後の言葉を胸に刻みたい。」と
児童生徒を代表してあいさつしました。
会場からは「劇で見て改めて命の大切さがわかった。」、「生きていて良かった。」と言う感想も
あがり、今回の公演の成功を確信しました。
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うちなーぐちで歌えるよ♥

響け歌声！湧かせ会場！パワーアップした大宜味っ子で挑む音楽発表会♪

うた
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楽器あそび

メロディも覚えたよ♪

オープニングからノリノリ♪
３，４年生

５，６年生

12 月３日（土）、名護市民会館ホールにおいて第 48 回国頭地区小学校音楽発表会が開催され、大
宜味小学校の３年生から６年生が出場しました。
学校が統合して初めての音楽発表会。３、４年生 43 名が「小さな世界」と「プパポメドレー」を
紙芝居

５、６年生 48 名が「花は咲く」を歌いました。

英語で遊ぼう

審査員の先生方からは３，４年生の合唱に「元気いっぱいで楽しい気持ちが伝わってきた。音楽
を身体中に感じて歌っている。」、５，６年生の合唱に「心を込めしっかり歌い上げ、一人一人の声
が良く出ている。気持ちの伝わる歌。」との講評をいただきました。
人数も増え歌声の迫力も楽しい気持ちも倍増した大宜味っ子たち。クラスでの楽しい様子も歌声
ネイティブな発音♪

や雰囲気から伝えられたと思います。
なぞなぞもお話も全てオリジナル

これからも様々な舞台での活躍が期待されます！

ピアノの音色に癒されて…

歌に挑戦したり、大勢で楽器あそびをしたり、園児たちが遊びの中
で考えたなぞなぞ絵本や創作絵本を紙芝居にして披露したり、一人
一人が自分のできることを一生懸命頑張りました。
４歳児の踊りや５歳児のピーターパンの劇も可愛らしく笑いもた
くさんあり、教室いっぱいの観客を大いに沸かせてくれました。

こもれび music ピアノコンサート 2016

12 月 18 日（日）、村農村環境改善センターにおいて、「こもれび music ピアノコンサート 2016」
が開催されました。
幼稚園児から大人まで 21 名が自分の好きな曲を選び、これまでの練習の成果を発表しました。「こ
の曲のここの部分が好き。」、「楽しい曲なので、みんなに伝わるように楽しく弾きたい。」など、演

12 月９日（金）、旧大宜味小学校つどい室において、平成 28 年度
大宜味幼稚園生活発表会が行われました。
今年は 31 名と例年になく大所帯の幼稚園。今年はウチナーグチで

アイドル !? キュートな妖精たち

大変！海賊だぁ～

かわいい踊り子たち

奏者たちの気持ちや意気込みも聞け、家族や友達、地域の方々など訪れた観客たちは、１つ１つの
演奏が終わるたび、かわいい演奏者たちに大きな拍手を送りました。
最後は発表者が全員で、未来への賛歌を合唱。これまで少し緊張気味だった演奏者たちも大勢の
観客に見守られ、最後は笑顔で幕を閉じることができました。
劇あそび「ピーターパン」

エンディングも素敵でした♥

３

音楽発表会・ピアノコンサート

幼稚園生活発表会

強いぞ！ピーターパン！

踊り：稲しり節

男の子もカッコいい !!
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５年 上原蓬（喜如嘉）

５年 玉城清菜（塩屋）
① 友だちをもっとたくさんつくりたい
② ネイリスト

５年 新垣飛龍（津波）

① 野球

② 大工さん
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５年 島袋鈴菜（結の浜）

② トリマー

① 中学生になったら、 勉強やいろんな事がむずかしいと思うので

しっかりとまとめるようにがんばりたいです。

① 今よりたくさんの友達をつくること
勉強をがんばりたいです
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６年 宮城天音（喜如嘉）

① 小学校のリーダーとして、 みんなと協力して、 １年～６年まで

② 画家（絵を描く人）

５年 真栄田楓夏（押川）

① 算数をがんばりたい
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しっかりとがんばりたいです

② 病児保育士

② プロ野球選手

５年 石垣希里斗（塩屋）

６年 平良音雄（大宜味）

① 部活や学校の勉強をしっかりときいてがんばりたいです

① 自分に負けないでいろいろなことにちょうせんしたいです

② NBA プレイヤーになりたい

② 大工になっていろいろな立場にあう家をつくりたいです

空手では東京オリンピックに出られたらいいです

５年 宮本大雅（屋古）
① 片手で３P をきれいなフォームで打てるようにする

６年 上地凉（大宜味）

質問
①今年の抱負は何ですか？
②あなたの将来の夢は？

② バスケット選手

５年 安里満帆（喜如嘉）
① 部活でみんなにいろいろ教えられる６年生になりたいです

① 中学生になるために、 勉強をがんばりたいです
② 医者

６年 平良明日香（大宜味）

② 音楽に関する職業

① 中学生になるために今で勉強したい
バスケも上手になるように苦手なことをがんばる

５年 平良真聖（田嘉里）

② 保育士

① 部活でテニスをやっているのでがんばります
（ラリー、 ボレー、 ストロークをがんばります）

６年 金城勇斗（喜如嘉）

② ソフトテニスプロ選手

① 中学生になったら、 学習や部活をがんばりたいです

５年 川上鈴（結の浜）

② プロ野球選手

① ６年生になって、 一番年上として、 年下を助けたり、

ジューサンユーエー（十三祝）

ひっぱっていきたいです

十三祝いはトゥシビー ( 生年祝い ) の一つで、数え年で 13 歳

② 保育士

５年 照屋舜人（田嘉里）
５年 仲原望愛（渡海）

① 部活：野球をがんばります

① 来年は６年生なので、 部活でも学校面でも
みんなをリードしてがんばりたいです
② パティシエ

学習：漢字をがんばります
生活：そうじを自主的にする

６年 我那覇丞祐（塩屋）

に当たる子ども達のお祝いです。生まれたときの干支が再び巡っ

① 来年は中学生になるので、 部活をがんばりたいです

てきた節目を祝い、子ども達の成長を喜ぶもので、一人前の人間

後、 勉強もむずかしくなるので、 がんばりたいです

として認められるという気持ちも含まれているそうです。
この度十三祝いを迎えた、村内の児童たちに 2017 年の抱負と
将来の夢を聞いてみました。

６年 照屋瑠音（根路銘）

② 野球選手

① 中学生になるため、 今まで勉強したことを

６年 崎山ひまり（饒波）
５年 島袋愛埜（根路銘）

① 勉強が難しくなるので、 がんばりたいです

① 部活のバスケットボールで県大会で県ベスト４に入りたい！
② 外科医になりたいです

５年 川村波（謝名城）

５

② バスケット選手

５年 高江洲愛（江洲）

② 美容師

活かしてがんばっていきたいです
② 看護師

① リーダー（６年生）として、
小学生（５～１年生）までを

５年 宮城和奏（根路銘）

① 野球やスポーツをがんばりたい

① 三線で銀賞をとりたい

② 野球選手

② 保育士

ひっぱること
部活をがんばること
② 保育士

６年 宮城敏伍（塩屋）
① 毎日、 学校を休まない
毎日、 家庭学習をしてくる
② プロ野球選手

村内ジューサンユーエー児童

６年 金城篤紀（津波）
① 中学生になったら勉強がむずかしくなるので、 がんばりたいです
② バスケット選手になって親を幸福にしてあげたいです
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青空の下、スローピッチでいい汗流す

今年から結の浜で開催します！

第 31 回大宜味村駅伝競走大会開催のお知らせ

12 月 11 日（日）大宜味小・中学校グラウンドにおいて、成人者

日時：平成 29 年１月 29 日（日）
開会式８：30 スタート９：15 頃
場所：大宜味村小中学校グラウンド

の親睦と融和を深め、日頃の運動を促進し、健康の維持・増進につ
なげ、対話のある明るい地域づくりを目指す目的で平成 28 年度成
人スポーツ大会（成人スポーツ大会実行委員会主催）が開催されま
した。

集荷場

今年の大会も種目はスローピッチ。村内成人会から６チーム総

大宜味村駅伝競走大会位置図

←至大宜味

村成人スポーツ大会

勢 80 名余りの（女性も含む）方々が参加。各チーム２試合の勝敗
及び得失点差により順位を決める試合方式で行われ、好プレー・
：1.4km（１区・５区）

国道 58 号線

区間

距離

備考

１区

1.4km

女子

２区

3.0km

３区

1.7km

４区

：3.0km（２区・４区・７区）

1.4km

６区

1.7km

７区

3.0km

気になる結果は、圧倒的な打撃力と堅守が光った、大兼久成人
会が見事優勝を果たし、塩屋成人会が準優勝となりました。

至塩屋→

また、大会ＭＶＰには大兼久成人会

校門前
スタート・ゴール

3.0km

５区

珍プレー続出の熱戦が繰り広げられました。

：1.7km（３区・６区）

グラウンド

診療所

大会結果

から『金城善孝氏』、敢闘賞に塩屋成人

中継所

女子または
60代男子

会から『宮城睦名氏』が選ばれました。
各試合の合間には住民福祉課により、
血圧測定等の健康チェックや特定健診

問い合わせ：大宜味村産業振興課 ☎44-3232（大城）

の呼びかけも実施され、成人者の不規
則な生活習慣改善を促し大宜味村の健

平成２９年度

康長寿復活への取組が行われました。

大宜味村立大宜味幼稚園

園児募集のお知らせ

１、入園条件

２位

塩

屋
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５位

津

波
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田

港

大宜味村教育委員会に本の寄贈

12 月１日（木）、赤嶺和雄さん、渡久地克子さんが大宜

（２）平成 23 年４月２日～平成 25 年４月１日までに出生した幼児

味村教育委員会を訪れ、教育委員会に「風土建築家・清村

２、提出書類

勉伝

風に立つ石塔（国梓としひで著）」が寄贈されました。

この本は大宜味村役場旧庁舎が国指定重要文化財（建造

（１）幼稚園申込書

物）に指定（現在答申を受けていたところ）されたことを

（２）幼児の住民抄本１通

記念して作成されたもので、旧庁舎の設計をした清村勉氏

（３）幼児の健康診断書

の生い立ちから沖縄に来て初めて手掛けた鉄筋コンクリー

（４）同一世帯の課税証明書

ト造りの児童便所を作り、金武尋常高等小学校や大宜味村

３，募集期間

役場庁舎を始め数々の鉄筋コンクリート造りの建物を設計したことなど、清村さんがひたむきに鉄筋
コンクリート建築に注いだヒストリーが記されています。

・平成 29 年１月１０日（火）～１月２０日（金）

「子ども達にとって身近にある旧庁舎。この本を読んでより関心を持ってほしい。
」と言う思いの込

・大宜味村教育委員会にて受付
お問い合わせ：大宜味村教育委員会

７

大兼久

優勝した大兼久成人会

国指定重要文化財を祝して…

（１）村内に住所を有する者

優勝

４４－３００６（古我知）

お知らせ

められたこの本は大宜味小・中学校の図書館で読むことができます。伝記のような小説のようなとて
も読みやすい本なのでぜひ手に取って読んでみてください。

村成人スポーツ大会・旧庁舎を祝して本寄贈
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「しまふとぅば」ぬくとぅ
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旧正月ぬくとぅ

うみがーみー

５０年ほど前までの事であるが、旧正月が近づくと集落のあちこちから「ギェー」という一
際甲高い豚の鳴き声が聞こえたものである。学校で授業を受けながらその声を聞いていると、
声のする方向で「これは○○屋、あれは○○屋だなー」と豚をツブシテいる家庭がだいたいわ
かりもした。ショウグワチゥワー（正月用の豚）をフアロージビー（親戚）で協力してつぶし
肉を分け合ってショウグワチのご馳走にしていた。断末魔の豚の鳴き声は旧正月の風物詩でも
あった。
小学生のある頃にショウグワチウワーをつぶす手伝い（多分見物？）をしている時に、小さ
な事件が起こった。豚をつぶす作業に慣れているおじさんがいつものように包丁を豚の首筋に
刺すと、例の甲高い鳴き声を出し、縄で縛られて自由の利かない体を必死に動かして抵抗して
いたが暫く血を抜くと豚はぐったりした。生き絶えたと思って足を縛っていた縄等を解いて次
の作業に移るため豚を皆で動かすと、死んでいたはずの豚が突然起きだして１０メートルほど
逃げ出したが出血多量のためにさすがにその場に倒れ暫くして生き絶えた。死にふあんがして
いた生命力の強さを見て幼心にビックリはしたが、豚は食物としての対象なので「可哀想」等
の感傷的な思いはあまりなかったように記憶している。豚やニワトリ、ウサギ、ピージャー等
をツブシテ食卓に乗せるのは極普通に生活の一部であった。
旧正月の朝一番に男性が家を訪問するとカリー（縁起がいい）があるといことで、数年前ま
では朝早く起きて外に出、改めて玄関を開け「いいしょうぐわち

えんやーをおー」と声かけ

をし、来客を装って家に入る役割をさせられていた。
旧正月の様子もかなり変わってきた。今年はどのような旧正月になるのだろうか。この際に「正
月」の意味について少しばかり勉強してみよう、と思う。世界には春分や秋分、或いは立冬の
日を正月としている国や地域もあるようだ。

今月の生きもの

ダイサギソウ：ラン科

明けましておめでとうございます。今年は酉年と言うことで
私、ダイサギソウでございます。なぜ、本物のダイサギではなく、ダイサ
ギソウなのかって？それは皆さんに私のこと知ってほしいから。私は名の
ごとく白い花がサギに似ており、草丈が高いからこの名前がついたの。花
もきれいだし、目立つから盗掘にあって、仲間が減っているの。ひっそり
咲いている私たちをどうか優しく見守ってください♥

14 日（土）北部地区ｽﾎﾟｰﾂ推進委員協議会・研修会
第 26 回大宜味村産業まつり ～ 15 日
大宜味村健康と福祉まつり ～ 15 日
１日（日）元日
18 日（水）新春マラソン＆駅伝大会（塩保）
２日（月）振替休日
４日（水）官公庁仕事始め 大宜味村成人式 24 日（火）「体験の翼」事前学習会③
28 日（土）旧正月（春節）
５日（木）区長会 村民新春の集い
６日（金）第３学期始業式
第 23 回国頭地区 PTA 研究大会（大宜味村）
９日（月）成人の日
29 日（日）第 31 回大宜味村駅伝競走大会
11 日（水）新春ﾀｰﾌﾞｸﾏﾗｿﾝ・駅伝大会（喜保） 31 日（火）「体験の翼」事前学習会④
明けましておめでとうございます。 みなさん、 今年の抱負はありますか？ 私はマラソンに挑戦したいと思っています。 ２月
の大会に向け練習をしていますが、 練習後にやるポケモン GO にはまってます。 今ではポケモンのために走っている感じです。
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