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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３０２０

祝
優勝 !!

第 59 回沖縄県中学校ソフトテニス競技大会
大宜味中２年

花田悠馬くん・福地想楽くんペア快挙 !!

７月 15 日（土）～ 17 日（月）、県総合運動公園庭球場・レクドームにおいて、第 59 回沖縄
県中学校ソフトテニス競技大会が行われ、大宜味中学校男子ソフトテニス部が出場し、個人の
部で花田悠馬・福地想楽ペアが見事優勝を果たしました！
決勝リーグは辛い戦いとなったと話す２人。決勝戦の相手は小禄中。接戦の末、４対３で勝
利し、快挙をあげました。
想楽くんは「決勝戦は優勝するという気持ちで挑んだ。試合では危ない場面もあったが、ベ
ンチからのアドバイスもあり、勝つことができた。九州大会ではベスト４を目指したい！」と
意気込み、悠馬くんは「次の大会ではミスをなくす。九州大会後も大会があるので、その大会
に向けても頑張りたい。」と話してくれました。
九州大会は８月８日（火）、熊本県で行われます。いい結果報告、期待しています！

１

大教委通信 No.２７１

２０１７年 （平成２９年） ８月１日

第２弾 「田嘉里川の生きものをつかまえて観察しよう Part7」

いざ、出陣だ～ !!

捜索中

獲ったど～

って、それは島ぞうり

見よ！僕たちの竹ぼうきさばき

集め上手♪

親子で協力♪
獲物に気づかれないように…

今日イチ楽しい時間
種を判明させよ！

大宜味幼稚園お掃除隊出動！

は～い

平成 29 年度わんぱく体験団

草むしりだって、なんのその !

玄関は大事よ！

夏になったら、 川でしょ♪ 生きものたちと真っ向勝負！
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気持ちいい１日の始まり！

２０１７年 （平成２９年） ８月１日

午前８時過ぎ、教育委員会の隣にある大宜味幼稚園からは朝から元気な声と竹ぼうきのザーザーという音が聞こ
えてきます。
数年前から始めている朝のお掃除。早く幼稚園に着いた園児たちはほうきや竹ぼうきを使い、玄関前や庭など上
手に掃いていきます。
最初は先生方が行っていた掃除ですが、先生たちの様子を見て、園児たちも「やってみたい」と自ら始めるよう
になったそうです。
始めは力加減がわからなく、上手に使えなかった竹ぼうきも今ではお手の物。優しく扱い葉っぱだけを掃けるよ
うになり、持ち方も様になっています。子ども達同士で道具の使い方を教え合ったり、番号をつけて場所を決め、
順番に掃除したり、自分たちで考えて動くこともできるようになりました。
いつもきれいな園にしてバス組さんたちを迎える小さなお掃除隊！暑い夏の朝も清々しい気持ちにさせてくれる
微笑ましい光景です。

第 13 回 元気！おおぎみ リクジョっ子記録会

お兄さんと協力して…

そんなに見られたら恥ずかしい…

７月１日 （土）、 平成 29 年度わんぱく体験団第２弾 「田嘉里川の生きものをつかまえて観察しよう Part７」
が行われました。
友だちや家族、 琉大生のお兄さん、 お姉さんと協力しながら、 己の勘とわんぱく力を発揮し、 草のかげや石
の下などに隠れているエビや魚を見つけ出し、 うまく捕まえられるか川の生きものたちと勝負をしました。
午後は捕獲した生きものをじっくり観察して図かんづくり。 持ち上げてあちこち見たり、 飼育ケースに入れて下
から覗いたり、 小さな研究者たちはオリジナル図かん作成のため、 奮闘してくれました。
最後に各班の捕獲高と自分の班のナンバーワンを発表。 大きな獲物が獲れたことやたくさん捕まえられたこと
など、 どの班も頑張った成果が見られ、 川の生きものと向き合えた楽しい活動となりました。

３

わんぱく体験団②田嘉里川の生きもの観察会

７月 15 日（土）かいぎんフィールド国頭において、第 13 回元気！
おおぎみ リクジョっ子記録会が開催されました。
今回小学校が統合し記録会という形で、120 名余りの児童生徒が走
る・跳ぶ・投げるの各競技を大宜味っ子たちは力の限り発揮してい
ました。
今記録会では、６つの新記録と１つのタイ記録が更新されました。

☆ 新記録 ☆
100m 走

小学２年男子

800m 走

中学２年女子

○ タイ記録 ○

名城 侍
平良琉之佑
外園 華音

走高跳

17 秒 40
ボール投げ
17 秒 65
2 分 42 秒 0

小学６年女子

上原

蓬

小学３年男子

福地楽偉門
花田 琉空
金城 翼希

39m74cm
37m12cm
35m31cm

1ｍ10ｃｍ

大宜味幼稚園お掃除隊・リクジョっ子記録会
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夏の夜の生きもの観察会 Part2

小学生には顔が知れつつある、新星出版の村山望
さんを招き、生きもの観察会を行いました。観察会
７月 15 日 （土）
の前にやんばるに住んでいる生きものについてお勉
強。ここだけにしかいない生きもの（固有種）がた
午後７時～９時 30 分
くさんいることを学び、それらをいくつ確認するこ
森林公園 参加者 14 名
とができるか、どんな生きものと出会えるか、わく
わくしながら国頭村にある森林公園に向かいました。
早速、森林公園の入り口でホルストガエルの鳴き声を確認。幸先のいいスタートとなりました。この
日はナミエガエルやホルストガエル、リュウキュウカジカガエル
の３種を目視することができ（写真も撮れました）、セミやカブト
ムシの仲間など短い時間の中で多くの生きものと遭遇することが
できた収穫の多い観察会となり
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なんくる体操
６月 29 日 （木）
午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
塩屋公民館 参加者 35 名

健康運動指導士の髙良順子先生を招き、なんくる体操を行いました。
自分のできる範囲で楽しく運動するなんくる体操は「楽しく、自分
のペースで、できる動きだけを、息を止めずに…」をモットーに行い
ます。
参加した方々はイスに座りながら肩や腕を大きく動かしてじゃんけ
んをしたり、「愛燦々」や「線路は続くよどこまでも」の替え歌で音楽
にのって体をほぐしたり、ゆんたくしながら、笑いながら体も頭も使っ
て楽しい１時間を過ごしました。

ぶながやの里生涯学習講座
6 月後半～７月に行われた
講座をご紹介します !!
ポーズストレッチ
この日、順子先生講座第２弾。今度はすご～く年齢層が若くなり、３ヶ月か
ら就学前までの子どもとお母さんの親子を対象としたポーズストレッチを行い
ました。
石や鶴、ヤンバルクイナのポーズなどいろ
いろなものになりきって、ポーズをとり、親
子で一緒に楽しみながらストレッチをしまし
た。屋根のポーズや矢印のポーズなど子ども
達の方が上手にできるポーズもあり、自分た
ちの運動不足と子ども達の成長を感じられま
した。講座の中では子ども達の運動機能につ
いて先生にアドバイスももらえ、学ぶ
こともできる充実した時間となりまし
た。

ちかーてぃんましまふとぅば②
５月から始まった「ちかーてぃん
ま しまふとぅば」の第２回目が行わ
７月 18 日 （火）
れました。
午後７時～８時 30 分
前回の講座参加者で奇数月の第３
火曜日に行っていこうと決めたしま
旧大宜味小つどい室 参加者４名
ふとぅばでしたが、いろいろな会合
と重なり、今回の参加者は教育委員会の職員を含めて４
名…。この日は屋号と地名について話しました。
アガリやイリ、ウイ、メ―など場所を表す屋号と家主
の名前を取った屋号があり、名前の屋号は比較的新しい
ものだということやウイゾー、ナカゾー、マチニ―など
の屋号はどの部落にもだいたいあることなど、少ない参
加者ながらも、様々な
話題が上がり盛り上がりました。
また、あじま～先月号の「しまふとぅば ぬくとぅ」に掲
載した、話の内容も発表。ぶながやっ子たちも加わり、ひら
がなだけのもの、句読点をつけたもの、漢字にしたものを順
に読み、だんだんと内容が見え、どんな話か理解することが
できました。
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生涯学習講座（夜の生きもの・しまふとぅば）

６月 29 日 （木）
午後２時～３時 30 分
改善センター 参加者 親子９組

生涯学習講座（なんくる体操・ポーズストレッチ）
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村史編さんだより

深読み大宜味村史６ 大兼久 １９６７年８月１４日
通史・資料編を合わせて 1,100 余ページにも上る村史編さんの基になった資料から順次紹介している。今回は大
兼久での聞き取り調査のメモである。

第 76 号
出席者

山川マツ（前ントオバー）、平良マカト？（新地小オバー）
上納を積んだ船の無事を祈る船送りであると思う

大宜味村村史編纂係４４－３００９

『言語編』専門部会が 7 月 18 日（火）始動しました。『言
語編』では、各字で昔から使われている言葉（方言）の
語彙を可能な限り多く集め残すことを目標に、平成 30 年
度の発刊を目指します。これまで以上に各字での調査が
重要な柱となりますので、村民皆様のご理解ご協力をよ
ろしくお願いします。

何時ごろから初まったか昔からあるので分からない

という
唐旅び

前ン当オヂー、前みやー、東リ門オヂー

土地割当

５人の□て

漁業の初

糸満の人が部落にいて近海の個人業をして居ったので部落の人にも習ってやった

１８坪位い

明治３２年に初まり３５年に終える

『言語編』専門部会の委員は次の方々です。
部会長
新里幸昭 （喜如嘉出身：元名桜大教授）
副部会長 安良城米子（白浜出身：元沖国大非常勤講師）
委 員
米須邦雄 前田國男 仲原弘哲 松本安子

追込網（アギエ） 前ントオヂー山川桃太氏が糸満へ習いに行きそれから初められ細部くわしくは１０周年記念誌に
あるので参照
突船

舟艇…戦後

いか海

たか丸

いるか砲

何時頃から初まったか大部古くからある

本土遠征

五島まで延出
アギエー組

徴兵検査最初の軍人
日露戦争参戦者

明１１年生

明３２年大城真次郎（南上門オヂー）

大城貞次郎（南上門）、比嘉憲宜（比嘉小）、大城仲七（上門小）、山川元深（東リ新門）、
金城福太郎（福次屋）

紡績女工初

大正１３年三重県東洋紡績へ
前門カマルンガー、東リ新門ハンルー、新地小カミンガー、入り前里、入□オバサン

共同店

明３５、６年頃か

学校事件

大正７年

照屋林正氏主任で初まる

４０日

火災に遭ふ

未決で旧３月４日に引出される

□人

前祝□□□

山川文光氏（上イナ）、山城東一（東リ）、

金城善豊（金丈ヤ）、大城実良（東上門）、大城貞二（上門小）、山川桃喜（桃喜屋）６人
入れ墨の終り （み地小オバー現在８３才）１４才の時にやった今から６９年前
糸数アンマーと云ふ人にさせた

その后はやらなかった

□代の□みたいに女は強制的に皆させられた

それをやらないと大和代に連れて行かれるといふ事であった
歌（み地小オバー） アラハジキフサヌ
ウンガミ踊
棒踊

チチヤル夜からや

心ゆるち

女丈けの場合男丈けの場合もあった戦后は男女共演でした

６０年前までは男がやって居た

砂糖始め
鰹漁

心からみぐて

女はエイサー

今から６５年前から始まった

最初は帆船であったが６１年前から機械船は４０年前頃から
今から５０年前

ンナト浜で隔離された

右：国頭郡大宜味村字喜如嘉全図（部分図）
左：国頭郡大宜味間切渡野喜屋村全図

コレラ

最後の地割と土地整理事業
明治 32（1899）年から 36（1903）年にかけて
行われた土地整理の際に作成された大宜味間切絵
図（地図）について、村史だより 68 号（平成 28
年 9 月）で紹介していますが、先頃行なった屋嘉
比ノロの遺品調査でも、土地整理に関連する辞令
書などの文書 11 点を確認しました。
それらによると、当時の村頭（現在の区長に当
る）と思われる屋嘉比ノロ殿内家の「大城記補」
という人物が、臨時沖縄縣土地整理事務局から「測
量課雇（Ｍ34･4･1 付）」を拝命し、
「測量課助手（Ｍ
35・3.31 付）」を経て「計算科兼務（Ｍ36･7･27 付）」となり、明治 36 年 10 月 15 日付「御用済ニ付助手ヲ免ス」によ
り職務を全うしている経過が確認でき、土地整理事業の推移と連動していることがよくわかる大変貴重な資料です。
また、この人物は｢業務格別勉励｣により、度々昇給や報償を受けていることから、謹厳実直な人柄を推し量ることも
できます。
これらの文書を読み解くことで、個人による土地の所有、物納から金納という税制改革―近代化への契機となった
土地整理という時代のうねりを肌で感じることが出来ます。
土地整理事業をすすめるにあたって、県は間切を通して各村の土地に関する調査報告書を提出させている。大宜味
村史資料編収録の「大宜味間切饒波村反別筆数取調」は、明治 32（1899）年 3 月 13 日に当時の村頭金城田吉氏の名前
で間切長宮城親田氏に提出されたものである。それによると、田畑とも上・中・下に分け、宅地、山野、学校・社寺・
墓地等の反別と筆数が記されており、他村でも同じかたちで調査をおこない提出したものと思える。間切でまとめら
れた土地の反別・筆数をもとに土地整理事業がすすめられたことになる。

土地整理にかかる辞令書二点
（屋嘉比ノロ遺品）

朝鮮済州島

歴代区長
歴代村頭
区長

前田親山（前里）

山城東一（東リ）、大城実太（新門）、照屋林正（照屋）、大城仲七（上間小）、前田親太郎、平良仲太郎、金城善徳、
金城新豊

戦后

平良泉幸、前田親太郎、４６年１０月照屋林三、４７年１０月山城得幸、４８年１１月１日富原神太郎、
５１年１２月３１日金城新豊、５３年１２月平良仲善、５８年９月金城新豊、６０年１―月１５日
６３年与那城蔵吉、１９６４年大城貞秀、１９６５年与那城蔵盛
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E メール :sonshi@vill.ogimi.okinawa.jp

『言語編』 専門部会がスタートしました！

与那城蔵吉、山城得正、富原神太郎、金城善徳、山川勝子、金城保次郎、区長与那城蔵盛

門ガリー

2017 年 8 月 1 日

村史編さんだより

村史編さんだより
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「しまふとぅば」ぬくとぅ

19

前号の「シークヮーサー名前由来記一説（？）」の和訳です。

うみがーみー

しまふとぅばに詳しい方々からのご教示をお願いします。

むかしむかしぬ（昔々の） はなしえっしが（話だが） じゃーげーらぬ（どこかの） しまぬ
( シマの ) にーせーが（青年が） やまーち（山に） たむんとぅいが（薪取りに） いじゃんでぃ
（行ったと） いしごんごろーぬやまんてぃ（石の多い山で） たむんぬん（薪も） とぅいうわ
てぃ（取り終わって） ぬーりーんはーきてぃ（のども渇いて） やーはんあいてーとぅ（ひも
じかったので） すばねー（側に） なとぅいたる（実っている） くんぶ（ミカン＝通称） とっ
てぃから（取ってから） なま（まだ） しーはやあいたしが（酸っぱいが） いきさんからんでぃ
（沢山食べた） てぃーやなー（手は） くんぶぬ（ミカンの） しるしーむちゃむちゃ（汁でむちゃ
むちゃ） すいてーとぅ（だったので） ゆぐりかーかーすいたる（とても汚れていた） きん（ば
さーぎん）しー（着物で） ふちから（拭いてから） たむんはたみてぃ（薪担いで） やーち（家
に） へーたんでぃ（帰った） やんてぃ（家で） てぃーぴさ（手足） あれーんでぃさーとぅ（洗
おうとしたら） ゆぐりかーかすいる（汚れている） きんえったしが（着物だったが） やまん
てぃ（山で） くんぶぬしるふちゃるとぅくる（ミカンの汁を拭いたところ） びけーや（だけは）
ゆぐりぬ（汚れ） うふぃーびけー（少しだけ） うちとぅいたんでぃ（落ちていた） うりみっ
ちから（これ見てから） なーちゃー（翌日） またやまーち（また山に） ぬぶてぃ（登って）
くんぶいきさんとぅってぃから（ミカン沢山取って） やんてぃ（家で） くんぶぬ（ミカンの）
しるたみてぃ（汁溜めて） うんねー（これに） ゆぐりぎんちきてぃから（汚れている着物
つけて） あれーたーとぅ（洗ったら） みじびけーしー（水だけで） あれーしかんや（洗うよ
り） きんぬゆぐりん（着物の汚れ） うちとぅいたんでぃ（落ちた） うりから（これから）
ゆぐりぎんねー（汚れた着物に） くんぶぬしーくゎーせーから（ミカンの酸っぱい汁つけたら）
きんぬじょうとうなたーとぅ（着物がきれいになったので） うぬくんぶぬ（このミカンの）
なーや（名前は） しーくゎーさーでぃち（シークヮーサーと） ちきらったんでぃぬはなしー
（つけられたと言う話）

今月の生きもの

オキナワコカブト：コガネムシ科
こんばんは。こんな小さな私を見つけてくれてありがとう。
えっ！クワガタムシのメスかと思ったって !? 違う違う、私はオキ
ナワコカブト。これでも立派なカブトムシの仲間です。
体も小さいし、見落としてしまいそうな小さな角だからよく間違わ
れちゃうけど、私のこと知っておいてほしいな。案外みんなの近くに
いるんだよ。森の近くにある家の中にも入ってくることがあるんだ。
小さくて気づかれないけど、みんなのすぐ近くにいるんだな。

１日（火）区長会
６日（日）一万人エイサー踊り隊（那覇）
11 日（金）山の日
12 日（土）大宜味村夏まつり ～ 13 日
13 日（日）国頭郡ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会・ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会
15 日（火）終戦記念日 全国戦没者追悼式
16 日（水）わんぱくキャンプ ～ 17 日
19 日（土）国頭郡ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会 ～ 20 日

20 日（日）国頭郡ボウリング大会
21 日（月）生涯学習⑦かけっこ教室
22 日（火）キャリア教育視察研修
24 日（木）大宜味村役場旧庁舎重要文化財（建造物）
指定記念式典・記念祝賀会
25 日（金）二学期始業式（大中）
26 日（土）第 55 回沖縄県ｽﾎﾟｰﾂ推進委員会研究大会
28 日（月）二学期始業式（幼・大小）

やってきました、 夏休み♪ って言っても子ども達だけですけど…。 羨ましいとも思いつつ、 １ヶ月も休みになったらなったで、
何をしていいか悩んでしまいます。 涼しい所に旅行したいなぁ。 サマージャンボ当たらないかな…。

８

