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情報交差点・心と心の交わり

あじま～
☆村出身の生徒が大活躍☆

10 月 21 日（土）に行われました第 45 回当
山中学校ソフトテニス大会において大宜味中
男子ソフトテニス部が団体の部で準優勝に輝
き、12 月 26 日～ 27 日に行われる第 32 回九州
ｼﾞｭﾆｱ選抜ｲﾝﾄﾞｱｿﾌﾄﾃﾆｽ大会への派遣を勝ちと
りました。
悪天候の中、最後まで緊迫した試合が展開
され、決勝戦では東風平中に惜しくも 2-1 で
敗退しましたが、成長を大いに感じさせる試
合を繰り広げていました。
九州大会に向けて、キャプテンの花田悠馬
君は「チームで心をひとつにベスト４以上目
指して頑張ります」と勝利に向けて強い意気
込みを話してくれました！

大宜味村教育委員会
電話４４－３００６
FAX ４４ー３０２０

12 月 11 日（月）に行われました第
47 回九州高校新人大会において、村
出身で那覇西高校 2 年男子稲福蓮音君
が、県の代表として個人の部に参加し、
激戦を勝ち抜き、見事準優勝に輝きま
した。
熊本県で行われた本大会には、女子
個人の部に県代表として嵩原咲輝さん
（那覇西）、福地嬉楽璃さん（名護高）
も県代表として出場しており、2 回戦
まで勝ち進んでいました。

村出身の中学生、高校生ソフトテニスプレイヤーが県内外で活躍する中、後輩にあたる大宜味
ジュニア（大宜味小）の選手も、12 月に沖縄県で行われた九州大会に県代表として 3 名（平良真
聖 6 年、福地美楽惟 5 年、山川智瀬 4 年）が参加しており、今後においても村出身者のソフトテ
ニス競技の躍進が期待されます。頑張れ！大宜味っ子！
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５年 福地美楽惟（喜如嘉）

５年 宮城はち（塩屋）

① ６年生として自覚をもって低学年に

① 私は、 六年生という、 じかくをもって

優しくせっしたりしたい。

学校のやくにたてるようにがんばりたいです。

テニスは、 もう６年生だから、 大会が少なく
なるけど、 練習をいっぱいして頑張りたい。

② じゅういです
（動物を元気にするお仕事につきたいから）

家の手つだいをがんばる。
②プロ野球いってメジャーいく。

故山口善松氏の思いを学校へ
12 月 15 日、山口建設代表山口明氏より 100 万円
の寄付がありました。

味村のこどもたちのために使ってほしいという思
いからの寄付となりました。故山口善松氏からの

６年 島袋楓磨（江洲）
① 宿題をがんばる。
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この寄附は初代社長である故山口善松氏の大宜

② 産婦人科の医師

５年 宮城琉一斗（塩屋）
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寄付は大宜味小学校開校･中学校移転記念事業期成

①かんじをたくさんおぼえたいです。
こうこうまでいきたいので、 もっとべんきょうをしたいです。
こうどうをすばやくはんだんします。

本当にありがとうございました。

おおぎみようちえん せいかつはっぴょうかい

②ユーチューバーになりたいです。

ジューサンユーエー（十三祝）

会の事業で活用されることとなります。

①今年の抱負は何ですか？
②あなたの将来の夢は？
十三祝いはトゥシビー ( 生年
祝い ) の一つで、数え年で 13 歳
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
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
間として認められるという気持

元気よく大きな声で歌いました

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 2018 年の抱負と

未来へ羽ばたけ、大宜味っ子 !!
５年 溝川唯花（根路銘）

発表前のきんちょう・・・

将来の夢を聞いてみました。

５年 宮城力輝（結の浜）

① みんながたのしいと思える学校を作りたいです。

① ぶかつや学校をがんばりたい

② じょいになりたいです。

② 村のやくばやメジャーリーガーになりたい

６年 崎山ひなた（饒波） ５年 與那嶺りる（根路銘）
① 部活と勉強をがんばる。

♪シャラランリン・チャチャチャ・ドンシャララン

12 月８日（金）、大宜味幼稚園において、平成 29 年度大宜味
幼稚園生活発表会が行われました。
今年は３２名の園児で元気いっぱいに歌や劇を披露しました。
英語で遊ぼうでは４歳児・５歳児全員で果物の色や名前を答
えたり、英語で自己紹介をすることができました。
４歳児は踊りで楽しく、５歳児は劇あそびで登場人物のアレ
ンジを加えたりしながら自分の役を演じ切ることができ、会場
は大盛り上がりでした。
マイ・ネーム・イズ…

① ６年生（リーダー）として

にげろー！

がんばっていきたいです。

② 保育士

② パティシエール

５年 稲垣來星（根路銘）
① 発表をがんばって、 あいさつもがんばりたいです。
② デザイナー

５年 金城英城（大兼久）
①勉強（全部）
② 村長になりたい。 考古学者。 弁護士。 小説家。

３

５年 髙澤瑛都（結の浜）
① スポーツやべんきょうをがんばりたい。

上手に楽器で演奏しました
うんとこしょ、どっこいしょ

② 陸上選手

６年 玉城結衣（津波）
① 勉強や部活を頑張りたい。
あいさつも皆にできるようにしたい。
② 保育士

村内ジューサンユーエー児童

沖縄そばのうた

冬を越す家ができた！

寄付金贈呈・幼稚園生活発表会
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わんぱく !? 悪がき !? 弾けまくる団員、 叱りまくるスタッフ…
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平成 29 年度わんぱく体験団

第５弾 「祝！ダンボールハウス」

２か月ぶりのわんぱく。 みんなが待ちわびたダンボールハウス。 なのに空は雨模様。 本当は外でやりたかった
けれど、 雨もしのげて、 暗くなっても作業ができる利点もある体育館での開催となりました。
内装にもこだわり郵便ポストやカラフルなテーブルを作る女子班もあれば、 体育館の構造を上手に利用し、 広く
過ごしやすい部屋を作る男子班もあり、 それぞれが工夫をこらした自分たちの家をつくりあげていきました。
ダンボールハウスは団員中心の作業。 スタッフはあくまでお手伝いのつもりでしたが、 けんかや他の班の家を壊
したり、 やりかえしたり (-_-;)…、 いつになく、 わんぱくすぎる団員たちにほとほと手を焼かされました。
壊れても、 間に合わなくてもすべて自分たちの責任。 なんやかんやで迎えた夜… →
隙間なく念入りに…

大教委通信 No.２７６
あと２班ありましたが、写真撮り忘れました

イメージ通りできたかしら？とりあえず完成 !!

お得な家具つき住宅♪

いい角度です

仲良し !? 横取り !?

立地が良く作業もはかどります

ごめんね (>_<)

翌朝。目を背けたくなる光景…

夕食はカップラーメン、哀愁漂う背中…

内装もこだわる

屋根を取り付けます

私、きれい？

屋根がなかったり、 半分崩れていたりしながらも、 就寝。 夜中に見回りに行
くと…、 全壊している家、 寝ずに歩き回っている団員、 こんな中で熟睡している
団員。 ある意味たくましいわんぱくたちの姿を見ることができました。
後片付けも大変だったけど、 眠さをこらえて最後までよく頑張りました。

平成３０年度
１、入園条件

大宜味村立大宜味幼稚園

園児募集のお知らせ

（１）村内に住所を有する者
（２）平成 2４年４月２日～平成 2６年４月１日までに出生した幼児

２、提出書類
（１）幼稚園申込書
（２）幼児の住民抄本１通
（３）幼児の健康診断書
（４）同一世帯の課税証明書

３，募集期間
・大宜味村教育委員会にて受付

５

向き合おう！今の自分…

村成人スポーツ大会

平成 29 年 12 月 10 日（日）大宜味小・中学校グラウンドにおいて、
成人者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 29 年度
成人スポーツ大会』が開催されました。
主催は成人スポーツ大会実行委員会で村内成人会から６チーム総勢
80 名余りの方々が参加し、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・珍プレー続出の熱戦が繰
り広げられました。
今大会の結果は、上位３チームが２勝０敗で並ぶ結果となり得失点
差で塩屋成人会が優勝し、昨年度最下位から健闘し惜しくも田港成人会が準優勝となりました。
また、大会ＭＶＰに塩屋成人会から『渡部烈光氏』、敢闘賞に田港成人会から『松本政尚氏』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康長寿復活への取組が行われました。

・平成３０年１月９日（火）～１月２６日（金）
お問い合わせ：大宜味村教育委員会

取り戻そう！あの頃の自分…

大会順位は以下の通り

４４－３００６（古我知）

１位 塩屋

２位 田港

３位 饒波

わんぱく体験団・成人スポーツ大会結果・お知らせ

４位 大兼久

５位 津波

６位 喜如嘉
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深読み大宜味村史１１ 屋古

謹賀新年

旧年中は多くのご協力を

賜り、ありがとうございま

平成２９年４月より、村史編纂室が教育委員会へ移管され、村史編纂係という新体制でスタートしました。
まだ１年経っていませんが、去年だけでも、屋嘉比ノロ文書の発見（田嘉里）、神衣装の寄贈（根路銘）、本・
資料・写真の寄贈、村内の遺跡調査、門中墓調査の同行、古い位牌の調査、城ノロ殿内遺品調査、６字の民
俗聞き取り調査……等々、その他にも多くの情報や意見が集まり、実りある年となりました。
現在『民俗編』の今年度発刊に向けて、編集作業の真最中ですが、多くの村民の皆様の手にとってもらえ
るような、１７字それぞれの違った個性が感じられるような本にしていきたいです。まだまだ調査、資料整理、

計８人

編集作業など多くの作業が続いていきますので、しっかり知識をつけて頑張っていきたいです！
今年も引き続き、村民の皆様のご指導・ご協力をよろしくお願いいたします
なお、遺跡、墓、遺品などの調査については、日頃から手弁当でご指導くださっている、今帰仁歴史文化

模合 保証ワチヤメー ５日伸び 6,000 貫 120 円 明治４３年頃 年３回開く ５月新城□
糸満売い 年切り 1,000 貫 徴兵検査まで
下男 日ん間（ピンマ） 利子だけで使役した
砂糖 ダチ川水車 ２台 チカシ車（水を上からくぐる） 逆車（水を下からくぐる）
大工 大屋二男（仲門）宮城長蔵が初まり 頭領（棟梁）平良安保ペルーへ行く
移民 玉屋オヂーメキシコ炭坑 島袋松次郎、平良安次郎、宮城長次郎、福地源一／
マニラベンゲット移民 明治４３年 宮城文三郎（平良）／ハワイ 平良徳次郎（福地）、福地徳一／
ペルー 一番多い 平良安保（東リ）、宮城善次郎、宮城長盛
紡績女工 大正 11 年頃
仕明地 大正１０年頃 福地保次
帆船 明治 41、2 年頃田港と共同して居った 大島の人を船長で傭って技術不得手で借金を持った
産業組合の失敗
共同店 昭和４年設立 １ヶ年 個人店 塩屋に共同店
ペルリー オランダ石…屋古崎を目標にした石
塩屋湾探検 昆虫トカゲを採集調査して居ったが虫けらを食用にしたと勘違い。豚を避難させた。掘った気もする
大正６年製練所 銅山 ハン崎―鉱石―江洲□□間 沖縄製煉株式会社 大正６、７年 ２ヶ年
村学校 山里タンメー
共有地 １ヶ所 共同店の負債でほとんど処分した 1,500 坪
断髪令 平良文太郎 初まる 酒を飲まされて初まった 寄留民は頑固党
徴兵検査 宮城善三 日露戦争
番所移転 １５～６０才男子 移動させない 伝統続いた番所先祖に対して済まないといい阻止運動が起った
牛玉 ９個…大小あった 火災防止のまじないと言ふ
マク シザラムイ、シザラダキ（中森山－屋古の人、塩屋富士－塩屋の人）ヌーハ手サガ根ロメ手サガ
歴代区長 １代福地保昌、平良徳幸、知念保一、宮城善次郎、戦后 福地保昌、宮城文光、眞謝保一、福地保昌、
島松正、宮城長雄、宮城長孝、宮城長雄（現区長）
議員 平良徳幸、宮城長栄、宮城長雄

７

した。

大のろ 若のろ 大しる 田港 根神
年俸 島兵 ３＄ ６人 田港２人 屋古１人 塩屋４人 白浜１人
上納米 シノブン １０日～２０日でも待って取り立ててやった
学校休むのも竹馬□った
鰹船…コンハン分き…田港と組みして失敗し土地を手離した

E メール :sonshi@vill.ogimi.okinawa.jp
本年もよろしくお願い

ノロ屋敷 屋古より田港へ移った
若ノロ 大屋の一門より出る
根神 若ノロが代行する。根神は渡野喜屋より出る。ハーリー船に乗る
前田殿内 今の事務所辺りを言ふ。３兄弟、田港の主、前田之主、みみん主３人兄弟であったという
土地割 人口割であった アガタ地 江洲 寄留人…山里も土地があるので同じように分けただろう
屋古仲か（ナーカ）…明冶、大正
大屋…塩屋の上殿内の長男で― 仲かに美らかーぎが居った
前田…田港、塩屋、屋古 ハーリー漕ぐ 根ロメはけんかして分れる
風き病…７０年程前 ３人死亡 塩屋に隔離立入禁止
仲か― 終身 上納 拝 １年定 五経行
ハーレー 馬…７０年程前までかご 羽地から借りて来たといふ

大宜味村村史編纂係４４－３００９

いたします。

島袋正、宮城長孝、宮城長雄、区長

2018 年 1 月 1 日

新玉ヌ年ニ

出席者
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炭トゥ昆布飾ティ

１９６７年８月２３日

村史編さんだより
心カラ姿若クナユサ

大宜味村史は昭和 42（1967）年に村史編集委員会が発足し、委員長に宮里金次郎、委員山川元康、大山茂一、宮城福市、
親川富二、宮城倉栄、宮城倉啓、大嶺福一、大城真秀、編集担当として山川岩美（編集責任者）、金城功、宮城長信、大城将保、
平良幸七（写真）の諸先輩方によって編まれ、12 年の歳月をかけて昭和 53（1978）年に資料編、同 54（1979）年に通史が
発刊されている。
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をめくってみると、本文では削られた部分が
ほとんどであるが、興味深いものが沢山あり、順次紹介していきたいと思う。なお、当時の言い回しや仮名づかいに味わいが
あるので、出来るだけ原文通りとし、判読不能の文字は□に置き換えた。必要に応じて（）内に捕捉を加えた。
今回は屋古での聞き取り調査のメモである。
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村史編さんだより

センター元館長の仲原弘哲先生のお力添えによるものです。
―「大宜味のむかし話」（昭和５５年・大宜味村教育委員会）より犬と正月に関するお話―

◆犬と猫と宝物

兄と弟がいいた。兄は金儲けのことしか頭になく、母親の面
倒を全て弟にみさせた。母親が亡くなった後も兄は何もせず、弟
に供養を任せた。
弟は母親を手厚く祀り、墓に花を供えたりした。ある日、夢の
中で母の墓の前に玉が落ちるのを見た。墓に行ってみると、新し
い玉があった。それは何でも思い通りの物が出てくるので、弟は
たちまちのうちに金持ちになった。すると兄が来て、玉をむりや
りに借りていった。その後、弟がどんなに催促しても兄は返して
くれない。弟は飼っている犬と猫に玉を取りに行かせた。
兄は金持ちになってからはいつも門を閉ざしていた。そこで、
猫は塀をとびこえ、門の錠をあけ、犬を中に入れる。猫が、今日
嫁入りする鼠を人質に捕え、鼠たちに宝の玉を探させ交換する。
犬と猫が宝の玉を持って帰る途中、川があるので、犬が泳いで、
板に猫をのせて、縄でひいて行った。ところが、猫がころんで宝
を川に落としてしまった。
今度も、猫が一匹の魚を人質にして、魚たちに宝を見つけさせ
た。二匹は、宝の玉を持って主人の家についたが、猫が先に主人
に会い手柄を一人占めにする。犬は「私が全部やった」と後から
来て泣くが、主人に叱られる。
それから猫は主人と仲良くなり、冬はこたつの側でひざに抱か
れるが、犬は小屋を作って別に住まわせ、家の番をさせた。これ
から、犬と猫（イントゥマヤー）といって二匹はけんかするのだ
という。
話者：田嘉里 山城光次郎（明治 25 年 11 月 12 日生）

村史編さんだより

◆若返りの水（若水のいわれ）

昔、年寄りの夫婦がいた。子供が居ないので、二人で
暮らして居たが、老夫婦はいつも神様に「年寄りは死ぬ
のを待つだけだから、ぜひ若返りたい」と頼んでいた。
ある大晦日に、おじいさんが井戸に行って水を飲んだ
り、手足を洗ったりしていたら、おじいさんはすごく若々
しい青年になった。
それでおじいさんは家に帰っておばあさんにも、そう
しなさいと言った。おばあさんは言われた通り、井戸へ
水を飲みに行ったが、おばあさんは欲ばって水をたくさ
ん飲み、美人になりたいと思い、水を飲みすぎて赤子に
なった。だから、果報を授かる時は、欲ばってはいけな
いものだ。
話者：田港 松本正夫（大正 9 年 10 月 28 日生）

～新たに加わった資料～
・嘉手納町史別冊 町制施行 40 周年記念写真集
・写真から見る名護の沖縄戦
・よのつぢ 浦添市文化部紀要 第 12 号
・南涛文学 第 32 号
・古写真からみる国頭の遷り変わり
・精神衛生 第 68 号
・イタリアの地域精神保健に学ぶ
・沖福連 2016 家族大会 報告集
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「しまふとぅば」ぬくとぅ
あらたま

「新珠ぬ年に

たん

く

ぶ

炭と昆布飾て

くくる

しがた

心から姿
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若くなゆさ」

新年におなじみの「かぎやで風節」（読みは・かじゃでぃ風節）の曲に乗せて唄う琉歌。
戌年になてぃ

いいしょうぐゎちえんやーぉをー。戌年んまた

なままでぃぬぐとぅ

どーりん御願

えーさーやーぉをー。
21 世紀になって 19 年目になり社会が高度成長した 20 世紀がまた遠くなる。平成の時代になって 30
年になり昭和の時代がまたさらに遠くなる。まさに「月ぬ走いや馬ぬ走い」「光陰矢のごとし」を実感
している方が大勢いることだと思う。個人的に「未来はためらいつつ近づき

現在は矢のように過ぎ

過去は静かに立っている」ということばを肝に銘じて「納得できる過去」にしようと現在を生活している、
生きているつもりであるが振り返るたびに「静かに立っている過去」は反省や後悔が多い。反面、気持
ちの持ちようでは「ためらいつつ近づく未来」に救われることもある。気の重たい仕事や行事、個人的
なこと等が近い未来に予定されている、予想される場合には、その日が来るまでやるべきことはやりつ
つ、その日が過ぎるのを待つ心のゆとりを少しだけ持つのである。その日は間違いなく来て、その日は
間違いなく過ぎ去るのだから。過ぎ去った瞬間に重たかった心の中は安堵感や達成感で満たされる。良
い意味での安堵感や達成感を得るために「やるべきことはやる」のであるが、これが凡人にはなかなか
難しい。
可能な限り肯定できる「静かに立っている過去」（自分の歴史？）を創るために、「矢のように過ぎ」
行く現在を大事に過ごし、「ためらいつつ近づく未来」を少しだけでも心に余裕を以て迎えよう。
「戌年」の一年間よろしくお願いします。にふぇーえんそんどー。

今月の生きもの

リュウキュウコスミレ：スミレ科
こんにちは私、リュウキュウコスミレです。
自分で言うのもなんだけど、可憐でしょ？花が咲くのは 11 月
～４月くらい。人里近くに咲いているので探してみて。
種子の表面にはアリが好むエライオソームと言う物質が塗られ
ていて、これを目当てにアリは種子を巣に運ぶと言われています。
私の若葉は茹でておひたしにしたり、和え物にして食べられ、
花はゼリーの中に入れて楽しむこともできます。

１月 20 日

１日（月）元日
４日（木）官公庁仕事始め 成人式
５日（金）区長会 村民新春の集い 玉の輿の日
７日（日）第 32 回大宜味村駅伝競走大会
８日（月）成人の日
９日（火）三学期始業式（幼・小・中）
11 日（木）新春駅伝マラソン大会（塩保）

13 日（土）北部地区ｽﾎﾟｰﾂ推進委員協議会研修会
17 日（水）「体験の翼」訪問事前学習会②
新春ﾀｰﾌﾞｸﾏﾗｿﾝ駅伝大会（喜保）
20 日（土）第 27 回大宜味村産業まつり ～ 21 日
23 日（火）「体験の翼」訪問事前学習会③
24 日（水）大宜味中２年修学旅行 ～ 27 日
30 日（火）「体験の翼」訪問事前学習会④

あけましておめでとうございます。 今年は戌年です。 戌年の人は勤勉で努力家。 他人とのかかわりに長けている気配り上手。
縁の下の力持ちにも、 人を引っ張るリーダーにもなれる力があるようです。 あなたの周りの戌年の人は当てはまりますか？
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