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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

大宜味の未来を担う青年たちの門出を祝う
平成 29 年 大宜味村成人式

１月４日（水）、大宜味村農村環境改善センターにおいて、平成 29
年大宜味村成人式が行われました。
今年の成人者は 29 名。そのうち 25 名が式典に出席しました。
水色のお揃いの袴で決めた男子と艶やかな着物を身にまとい、すっ
かりきれいになった女子たち。共に学びあった友達との久しぶりの再会を喜び、緊張しつつも
希望に満ち溢れた表情で登場しました。
新成人を代表して志良堂大稀さん、比嘉黎見さん、米須李花さ
んがそれぞれ自分の成長を実感できたこと、親への感謝を話し、
これからも感謝の気持ちを成人としての決意を忘れることなくた
くましく生きていくことを誓いました。
式典後には各校区の考え抜かれた余興が光る激励交歓会も行わ
れ、晴れやかな舞台を一層盛り上げてくれました。
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おいしいデザートは私たちに任せて！大宜味小３年生シークヮーサー収穫体験
１月 13 日（金）、大宜味小学校３年生の児童たちが村の苗圃にて
シークヮーサー狩りを体験しました。
苗圃場では台風などの災害時に木が倒れても補充できるなど大宜
味村のシークヮーサーを絶やさないよう様々な品種の苗を育ててお
り、圃場の管理をしている古波蔵武さん、金城吉昭さんからシー
クヮーサーの苗を作るところから接木して大きく育てるまでの流れ
を説明してもらいました。
１月に収穫するシークヮーサーはフルーツとして食べられるクガニー。今回は給食で出されるデザー
ト用のクガニー 300 個余りを３年生が収穫しました。
美味しそうな実を１個１個選びながら収穫していく子ども達。上の方にある実は木に登ってもぎ、下
にいる子にパスするなど連携のとれた収穫も見られました。
小雨の降る中でしたが、30 分余りの作業でミカン箱２つ分のシークヮーサーを取ることができました。
収穫されたシークヮーサーは 16 日の給食メニューとして出され、残渣もほとんどなかったそうです。
３年生のみなさん、寒い中の作業お疲れ様！おししいシークヮーサーをありがとう !!
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自分の命は自分で守る！体力作りも重要

大宜味小新しい避難道を使って避難訓練

１月 13 日（金）、大宜味小学校で全児童、職員を対象とした避
難訓練が行われました。
今回は津波を想定し、新しくできた避難路を使っての避難訓練。
５限目の授業中に津波発生の放送が流れると、児童たちは学年ご
とに揃って次々と避難路を登ってきました。
242 段ある階段を上りきると、今度は念蒲エーガイ線を避難地に

避難開始です

なる「みのり」まで徒歩での移
動。児童たちは１キロ以上ある道のりを車に気を付けながら目的
地まで黙々と進みました。
今回の訓練では津波の放送が流れてから階段を全員が登りきる
まで約７分（標高：41.78ｍ）、避難地の「みのり」（標高 123ｍ）
には約 25 分で到着しました。
この階段を上ります

目で見る、耳で聞く、足で知る !? 大宜味村

大宜味小４年生猪垣めぐり

１月 16 日（月）大宜味小４年生が六田原からぶながや広
場までの散策道を歩き、猪垣めぐりをしました。
歩いてすぐに立ちはだかる難所、急な坂道（岩道？）を
登り終えた児童たちは校長先生解説の元、イノシシが海側
の山畑に侵入することを防ぐために琉球王府時代に築かれ
た猪垣やメジロなど周辺に生息している生きものについて
楽しく学びながら歩を進めていきました。
クガニ岳の頂上では眼下に広がる東シナ海、古宇利島、
そして学校体育館（端の方だけ少し見える）などを眺めな
がら大きな声で「ヤッホー」と叫ぶ児童たち。ここからは大宜味村、東村、国頭村の３村も眺望でき頂上
に立った達成感に満たされまし
た。
下りは一歩一歩滑らないよう注
意しながら進み、あっという間に
ゴールのぶながや広場に到着！
約２時間の道のりでしたが、み
んなで楽しく大宜味のことを学び
ながら歩くことができました。

３

シークヮーサー収穫・猪垣めぐり

先頭集団が上がってきました

６年生は１年生と一緒に…

ここから長い道のりが

全員が避難し終え、宮城達也校長先生は「今回の訓練ではここ
までの道のりがきつく感じる人もいると思います。避難所まで行
ける体力をつけることが大事。大変だなと感じた人たちは日頃か
ら運動をして体力をつけましょう。今日は授業中に津波が起きた
ことを想定して避難しましたが、津波や地震はいつどこにいると
もうすぐゴール！

きに来るかわからないもの。もしかしたら一人で遊んでいる時に

来るかもしれない。自分の命は自分で守りましょう。もし、津波が起きた時は今回の訓練のように高
い場所に逃げてください。」と伝えました。
３年生の平良妃彩さんは「避難路を登るのはきつかったけど、
やっていくうちに楽しくて楽になった。普段から山歩きをして早
く逃げられるようにしたい。」と話してくれました。
地震や津波はいつどこでくるかわかりません。避難する場所を
頭に入れておき、すぐに逃げられるような体力をつけるよう心が
けましょう。

大宜味小学校避難訓練

全員無事、到着しました！
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いざ、勝負！

塩屋保育所

みんな、声援ありがとう♥
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仲良しこよし♪

ターブクマラソン大会

あれ？楽そう

１月 11 日（水）、喜如嘉ターブクにおいて「喜
如嘉保育所ぶながやっ子ターブクマラソン大会」
が行われました。
泣きだしそうな空模様でしたが、雲も寒さも
吹き飛ばほどの元気いっぱいな子どもたちは集
まってくれた家族や地域の人たちに大きな声で
あいさつ。
泣いたり、止まったり、観客席にゴールした
りかわいいハプニングもありましたが、一生懸
命走り、走っている友だちの応援もしっかりで
き、子どもも大人も満面の笑みで大会を終える
ことができました。

お先に～♥

俺にまかちょ～け

喜如嘉保育所
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上等松のメダルってよ～
♥

お母さんにまっしぐら

新春マラソン・駅伝大会

１月 18 日（水）、塩屋集落で「2017 年酉年新春マラソン・駅伝大会」
が行われました。雨がちらつき少し肌寒い中でしたが、ヤマシシっ子
たちの元気な歌と体操で競技開始♪
転んでも、途中で泣きだしても、歩いても最後までゴールを目指す
子ども達に応援に来た家族や地域の方々もほっこりさせられ、応援に
ますますの力が入り、大会を盛り上げてくれました。
天に誓って頑張ります！

俺に

泣いてもいい？

駅伝スタートです！

私に

まかちょ～け !!

マイペースですが、何か？

仲良しトリオ♪

♥♥

絶好調♪

実にきれいなフォームです

大宜味小学校

♪

♥

^^

頑張ったもんね

持久走大会

１月 20 日（金）、大宜味小学校で校内持久走大会が行われました。パラパラ降り出した雨と強い風で
気温以上に寒く感じる中での大会となりましたが、家族や地域の方々など大勢の観客が見守る中、児童
それぞれが自分が立てた目標に向かって走り出しました。

５・６年生男子（1500ｍ）

５・６年生女子（1500ｍ）

３年生（800ｍ）

スタートの合図とともに短距離走と間違えるくらいの猛ダッシュで駆け抜ける子もいれば、周りに流
されず自分のペースで走りぬく子、転んでも負けずに前に追いつく子、走ることが得意な子苦手な子も
全員が自分の目標に向かい一生懸命走ることができました。
統合してから初めての持久走。同級生、応援団も増えこれまで以上に盛り上がった大会となりました！

５

４年生（1000ｍ）

マラソン・駅伝大会・持久走大会

１年生（400ｍ）

２年生（600ｍ）
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宮城政信さん１月より大宜味幼稚園長に就任

新緑の塩屋湾を走ろう !

第 39 回
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塩屋湾一周トリムマラソン大会参加者募集

これまで大宜味幼稚園の園長は大宜味小学校の宮城達也校長先
生が兼ねていましたが、１月より、幼稚園長に旧大宜味小学校校
長で去年まで大宜味幼稚園の園長だった宮城政信さんが就任しま

２０１７年４月１６日（日）開催
★16.7km （大保ダム周回コース）
★９km

（塩屋湾一周コース）

●３km

（塩屋湾折り返し

去年までは小学校と幼稚園が隣同士であったため、すぐに行き
来できどちらにも目が行き届く状態でしたが、現在の学校からは

★高校生以上

距離もあるため、すぐに顔を出せる、対応することが以前より難しくなりました。

屋古コース） ●１歳以上

２月中旬より申込受付開始予定

※詳細は村 HP などでお知らせします

℡０９８０－４４－３００６

新緑の塩屋湾をサイクリングで楽しもう！

担当：大宜見まで

安全な乗り方や点検方法などを学びながら、 それぞれのペースで塩屋湾を周回してみませんか？
サイクリングを楽しみ健康増進も行えて一石二鳥 !! 春の訪れを感じながら仲間と一緒にご参加ください。

時

／平成２９年３月５日（日） AM９：００～１１：００予定

学校用務員、学習支援員、特別教育支援員、地域支援員

会

場

／旧塩屋小学校正門集合

幼稚園代替教諭、幼稚園預かり保育、生涯学習コーディネーター

申込期間／２月１３日（月）～ ２９日（金） 定員先着１５名

① 申込書（所定の用紙）、② 自筆履歴書、③ 健康診断書、④ 住民票抄本

申込方法／教育委員会窓口または電話にて申込

⑤ 納税証明書、⑥ 作文 400 字詰め原稿用紙２枚以内（応募の動機）

参加料

種

提出書類

賃金職員募集のお知らせ

申込期間

平成２９年２月１０日（月）～２月２３日（木）午後５時まで（厳守）

提出先

大宜味村教育委員会（郵送も可

面接日

平成２９年２月２５日（土）

問い合わせ

大宜味村教育委員会

ぶながやの里生涯学習講座

２月２３日必着）

☎４４－３００６（担当：古我知・寄合・島袋）

チヨさんに習うフーチバームーチー
日時：2017 年３月４日（土）
場所：塩屋公民館
講師：宮城チヨさん（塩屋）
対象：村民（高校生以上）
定員：先着 10 名

※親子での参加について応相談

※要申込み

※なお、自転車は基本的にご自身での用意となりますが、
有料でレンタサイクルも行っていますので必要な方はご相談ください。
※ヘルメット・グローブ・飲み物等は各自でご持参下さい。

問合せ／大宜味村教育委員会

☎４４－３００６（担当：大宜見）

「羽ばたけ！大宜味っ子」上映会開催のお知らせ
～大宜味小開校・大宜味中移転記録映像～

開校に向けて…、 移転に向けて…それぞれの思いを振り返りませんか？

日

時：2017 年３月 24 日（金）午後６時 30 分～

場

所：大宜味村農村環境改善センター

入場料：無料

持ち物：エプロン・三角巾
※開始時間など日程の詳細については後日チラシ（公民館に掲載）にて連絡します。

申込・問合せ：大宜味村教育委員会

／１００円（保険料含む）

参加対象／村内在住の１５歳以上

公民館講座
塩屋のおいしいムー
チーを
一緒に作ってみませ
んか？

参加費：50 円（保険料＋茶代）
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なりました。よろしくお願いいたします。

日

平成 29 年度 大宜味村教育委員会
職

幼稚園、小学校ともに園での生活、学校活動に園長、校長先生が専念できるよう、この度の就任と

軽スポーツ講習会（サイクリング） 開催のお知らせ

お問い合わせ：塩屋湾一周トリムマラソン大会事務局
教育委員会内

した。

☎４４－３００６（担当：倉持）

お知らせ

日程の詳細については大宜味村教育委員会までお問い合わせください。
お問合せ：大宜味村教育委員会

幼稚園長就任・お知らせ

☎４４－３００６（担当島袋）
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「しまふとぅば」ぬくとぅ
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さんしんひかー（三線弾く人）ぬくとぅ

うみがーみー

琉球芸能は近年その芸術性等が認められ、古典芸能の分野では数名が人間国宝にも指定されるな
どまさに隆盛を極めている感があり、日本国内は勿論海外での公演も多く行われるようになってい
る。エイサーはゴーヤーやシークヮーサー等と同様に全国区になり県外の学校等でも運動会や祭等
で演じられるようになっている。三線に至っては県外や県外出身者にも好まれて弾かれるようにな
り、各種コンクールでも県外出身者の健闘が目立つ等、三線も全国区になりつつある。一昔前まで
は「もーあしび」の関係等で「さんしんひかー」は「あしびにん・あしばー（遊ぶ人）」等と蔑視さ
れた時代があった。私が三線を弾き始めた青年の頃まで「さんしんや

ぴんまから

ひかんどー（三

線は昼間から弾くな）」と親から言われたことを記憶している。生前に民謡の神様と言われた嘉手刈
林昌、早弾きの名人と言われた登川誠仁の両氏も若い頃に世間の目の冷たさを感じていたと本人た
ちの口から聞いたことがある。
実は塩屋にも仲里義徳という両氏に劣らないすごい「さんしんひかー」がいた。「さんぐゎちさん
にちー」や「あーぶしばーれー」等の行事では踊り手の注文に応じて一時間以上もどんな曲でも唄
い弾きこなしていた。カチャーシーの早弾きは特にすごかった。高校三年当時数曲しか弾けなかっ
た私を側に座らせて、私が弾ける曲を一緒に弾くことによって私のミスをカバーし自信を持たせる
という指導をしてもらった。本物の実力者の懐の奥深さを感じた。その人は決して三線の巧さを前
に出すことはせず、頼まれて初めて三線を弾くというかつては「あしびにん」と言われた経験のあ
る昔堅気の「さんしんひかー」であった。
後日その人の実力を再確認する出来事を聞いた。その人の実力は県内の「さんしんひかー」の間
でも知れ渡っていたのだろう。なんとあの早弾き名人と言われた登川誠仁氏が若い頃にその人の元
に早弾きを習いに来ていたというのである。世には出ることのない嘉手刈林昌や登川誠仁並みのす
ごい「さんしんひかー」が大宜味村にもいたのである。
歴史に埋もれた名人・偉人が相当数いるのでは、と思う。
３月４日は「三線の日」、その人を偲んでさんしんを弾こう。

今月の生きもの

ヘツカリンドウ：リンドウ科

初めまして私たち、ヘツカリンドウです。林道でも「○○リンドー
（うちなーぐち）」でもなく、花のリンドウ。私は鹿児島県南部か
ら沖縄に分布していて、鹿児島県大隈半島の辺塚で最初に発見さ
れたことからこの名前がついたの。私たちは花弁の数や色、形、
茎の長さなど違いがあって同じ種なんだけど、変異も様々。あな
たのお気に入りの私を見つけてみるのも面白いかも♥

１日（水）区長会
４日（土）沖縄一周市郡対抗駅伝競走大会 ～５日
５日（日）大宜味村教育の日
幼小中一斉授業参観日
大宜味村学力向上推進実践報告会
大小きらめき発表会 大中くがにー発表会
６日（月）振替休日（大小・大中）
７日（火）体験の翼事前学習会⑤

10 日（金）体験の翼西会津町訪問 ～ 13 日
11 日（土）建国記念日
18 日（土）国頭地区ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ交歓会 ～ 19 日
生涯学習⑤
22 日（水）沖縄県学力到達度調査（小）
23 日（木）沖縄県学力到達度調査（中）
24 日（金）お別れ遠足（幼稚園）
沖縄県学力到達度調査（中）

やっと冬らしい寒さになってきました。 内地と比べたら全然寒くない、 今年は例年より寒くないと言われてもやっぱり寒い。
虫やヘビなど生きものたちの動きが鈍くなるのもわかる気がします。 春よ来い来い、 春よ来い♪待ち遠しい適温の季節…。
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