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大宜味中１年生、シークヮーサー酢収益金を村に寄付

３月 16 日（金）、大宜味中学校１年生が１月 30 日のコープおきなわ６店舗（牧港、アップ
ルタウン、小録、国場、寒川、首里）と村内で販売したシークヮーサー酢 SKS+S の収益金 31
万 5390 円を村に寄付しました。
この日、生徒を代表して宮城功光村長の元を訪れた学級長の平良明日香さんが目録を贈呈。
「大宜味村のために有効活用してほしい」と気持ちを伝えました。
宮城村長は「これまで大宜味村のネーミングが入った物産が少なく寂しく思っていた。シー
クヮーサー酢 SKS+S を海外の方に試飲してもらったところ、とても気に入ってくれた。海外で
も通用しうる商品ができ、嬉しく思っている。寄付して頂いたお金は今後の子ども達の教育面
や学校環境の面、人材育成に大いに活用させていただきたい。」と話し、中学生の活躍と頑張
りに感謝しました。
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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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西会津の思い出を語る… 体験の翼報告会

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までご連絡ください。

３月２日（金）大宜味村農村環境改善センターにて平

「教職員バスケットボール大会」

成３０年度体験の翼報告会を行ないました。今年は２月

平成 30 年３月３日（土）、第 24 回国頭地区教職員バスケッ

９日～１２日、３泊４日の日程で西会津町のみなさんに

トボール大会が大宜味小・中学校体育館で開催されました。

お世話になりました。短い日程の中で文化や体験活動等

大会には応援団を含む 500 名が参加。

こどもたちは雪国西会津を満喫しこどもたちにとってか

宜野座中が優勝し、準優勝は大宮中、３位に伊平屋連合、

けがえのない経験となりました。

伊是名中が入賞しました。その他にもさまざま賞が贈られ、
嬉しい顔がいっぱいになりました。
惜しくも入賞を逃した大宜味中学校でしたが、スクラムを
組んで全職員で応援しているのが印象的でした。

西会津での思い出を振り返り大宜味中学校１年の宮城

また、大宜味中学校男女バスケット部員の協力もあり、大会を無事に終えることができました。ありが

妃奈野さんは「スキー体験では、たくさん転んだりして

とうございました。

いたけど、コツや滑り方など習っていくうちに出来てき

体育館入り口では教育委員会の職員が大宜味中学校１年生が知恵を絞り企画、商品開発した「シークヮー

て楽しかったです。西会津と大宜味を結ぶきずなや友情

サー酢 SKS+S」を試飲販売しました。試合後の火照った体に染み渡るシークヮーサー酢。見事、完売とな

を大切にしていきたいです。」と話していました。

りました。購入した皆さんありがとうございました。

こどもたちの西会津での楽しかった思い出を笑顔で振り

昨年に引き続き今年も村上農園からは 21 校の学校に栄養満点の豆苗を贈呈してくれました。また、沖
尚印刷所・北部通信工業・ＫＺ・沖縄銀行名護支店・その他から沢山の寄贈があり、21 校にそれぞれに商

返る楽しい報告会となりました。

品として贈呈されました。

誰でも手軽にできる！軽スポーツ講習会

場所を提供して下さった大宜味中学校比嘉康博校長先生を始め、全職員改めて感謝申し上げます。あり
がとうございました。

大宜味小
校 長
教 頭
５年担任
２年担任
教 諭
図書司書
用務員

田仲浩美先生（国頭中へ）
運天朝明先生（金武中へ）教頭先生へ昇任
（１月異動）
末吉理香先生（名護中へ）
棚原雅哉先生
狩俣智史先生（屋部中へ）
棚原俊作先生（伊是名中へ）
金城孔明先生
吉田徳子さん

宮城 達也先生（安和小へ）
我那覇 隆先生（伊野田小へ）校長先生へ昇任
伊是名友也先生（粟国小へ）
田港 瞳 先生（久志小へ）
友寄真由美先生（上本部小へ）
平良 朝子さん
我那覇貴子さん

退職者 ◆

大宜味人のホッとする話・村内教職員・教育委員会

異動者

大宜味中
教 頭
社 会
１年担任
１年担任
１年副担
２年副担
支 援
用務員

仲村和香奈先生（喜如嘉保育所へ）

學さん

幼稚園
教 諭

山上

教育委員会
課 長
山城 均さん （定年退職）
社会教育係長 大宜見朝之さん（企画観光課へ）
社会教育係
島袋貴央さん （財務課へ）
学校教育係
古我知禎さん （財務課へ）

教育委員

これまで大宜味村の教育 ・子どもたちのために、
ご尽力いただきありがとうございました。
新天地でのご活躍をお祈りしております。

３

吉田春子

◆ 村内小中学校・幼稚園・教育委員会

国頭地区教職員バスケット会長

平成３０年３月１１日（日）旧大宜味小学校体育館にて、村教育委員会主催の軽スポーツ講習会
が開催されました。
今講習会では村スポーツ推進委員が講師となり、多種多様なニュースポーツの中でも、比較的ルー
ルが簡単で子供から高齢者まで参加のしやすい『ニチレクボールとラダーゲッター』の二種目を参
加者に紹介し体験して頂きました。
一通りニュースポーツの説明をした後は、各種目とも対戦形式で体験してもらい、初めてする
ニュースポーツに、真剣勝負な中にも笑いがおこり会場は歓喜に沸きました。
２０２０年東京オリンピック開催に伴い、様々なスポーツ・運動が注目され競技志向や健康志向
など多様な取組が全国各地で行われています。
教育委員会では今後も気軽に参加できる軽スポーツ講習会を企画していく予定です。健康増進や
余暇活動の取組として、様々なスポーツの普及・発展に繋がればと考えていますので、多くの参加
者をお待ちしております。

異動者・退職者

体験の翼報告会・軽スポーツ講習会
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３月９日

３月 19 日（月）、平成 29 年度大宜味小学校卒業式が行われました。
大宜味小学校２期生となる卒業生は最上級生として下級生たちの見
本となるような堂々とした面持ちで卒業式に参加しました。元気よく、
ひとつひとつの所作が引き締まり、中学生への成長を感じました。
在校生も卒業生が安心して卒業できるくらい元気な歌と言葉を贈り
ました。

３月 19 日

大宜味小学校卒業式

吉濱
名嘉
前原

平良真聖
宮城和奏
島袋鈴菜
新垣飛龍

照屋舜人 川村 波
安里満帆
上原 蓬 崎山ひなた
島袋愛埜 大城優音
石垣希里斗 玉城清菜 川上 鈴
宮本大雅 真栄田楓夏 高江洲愛
玉城結衣 仲原望愛
島袋楓磨
男子７名、女子 13 名 計 20 名

爽
慶
凜

川村 海
真栄田元
根本羅々

稲福 匠
金城優香
座喜味小町

島袋智史
崎山 新 高江洲韻弥
高江洲志穂 照屋笑夏 渡部千波音
仲宗根舞
島 千乃 澤野未琉
男子８名、女子 10 名 計 18 名

３月 16（金）、大宜味幼稚園において平成 29 年度大宜味幼稚園
修了式が行われました。
24 名の卒園児童は、元気な声で歌を歌ったり、はきはきとした
返事をして小学校入学に向けてお兄さん、お姉さんになったよう
に感じました。幼稚園生活でも大きな声であいさつをしてきた児
童たちは、４月から小学校でも元気いっぱいな姿を見せてくれる
と思います。

３月 16 日

平良太誠
立津果歩
古我知星絆
平良玲旺斗

５

大宜味中学校卒業式

大湾 光
城間楽来
金城紗奏
濱元大晴

大宜味幼稚園修了式

金城 碧
平良透海
宮城航大
奥原瑠輝

吉田芽生 平良瑠子
宮城咲結 宮城わら
髙良凌平 金城希咲
相川 紬 當山耀希
男子 10 名、女子 14 名

大宜味小学校・中学校卒業式

宮城あん
前田泰那
金城榎己
川上 鐘
計 24 名

幼稚園修了式

３月９日（金）、平成
29 年度大宜味中学校卒
業式が行われました。
卒業生の顔は希望に
満ち溢れており、それ
ぞれの進路に向けて進
んでいくちからを感じ
ました。
卒業後についても無事全員が希望した進路に決定しており、こ
れからの活躍に期待します。
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村史編さんだより

深読み大宜味村史１４ 押川
大宜味村史は昭和 42（1967）年に村史編集委員会が発足し、委員長宮里金次郎、委員に山川元康、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）
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第 84 号

2018 年 4 月 1 日

大宜味村村史編纂係４４－３００９

E メール :sonshi@vill.ogimi.okinawa.jp

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、順次紹介している。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を心がけ、判読不能の文字は□に置き換え、必要に応じて（）内に

大宜味村史『民俗編』が完成しました！
この本では、近世の各集落の産業の歩み、衣食住などの生
活形態、婚姻や産育、冠婚葬祭、年中行事、地割制度といっ
た村独自の特徴等を 800 頁余に亘って網羅しました。
現在では調査が難しい明治以前の民俗を、諸先輩方が字誌
や記念誌、単行本として調査、発刊されており、これ以上の
素晴らしい歴史資料はないと考え、参考・活用させていただき、
既存資料がない字に関しては、聞取り調査を行いそれらをま
とめました。他にも、明治 36 年の土地整理に関連する村所蔵
の間切地図や、写真を多用した各字の民俗地図なども掲載し
ております。
「温故知新（故きを温（たず）ねて新しきを知る）」。豊かに
なった現代だからこそ、先人が積み上げてきた過去における
あらゆる価値を知り、本来の豊かさを考えるきっかけとして、
多くの方々に手にとってもらい、広く活用されることを願っ
ています。
大宜味村史『民俗編』を編纂・発刊するにあたり、村内外
の多くの皆様、資料提供者の皆様等々、ご協力いただいた皆
様に心より感謝いたします。ありがとうございました。なお、
販売に関しましては、詳細が決まり次第お知らせいたします。

捕足を加えた。
１９６７年８月２６日

参加者

仲本宗輝、照屋林徳、志良堂、区長、上間□三

部落の沿革 御嶽の前に護得久御殿が入植

御嶽の神がかりで護得久御殿の主から木を切り初めたという

御嶽の前は平良保一、平良幸盛の父ら３尺角の木材を伐り出した
瑞慶山

今帰仁より御嶽の後に入植

大正１０年頃
藍造り

宮城安秀

コザより入植

具志堅 ４貫出荷 明３６年

８５戸位あった

３０は越して居った

栽培はサシ木

２、３月頃植え旧５、６月苅入れ（伸丈３尺５寸）

2 回目は５～６才位間隔で植付け株出して旧１０月頃又収穫
藍壺に水を入れて

翌年は植換えする

１壺４斤～７、８０斤の藍を入れる

石の重りで圧して夏２、３日冬は４、５日で発酵し

たらカスを吸い上げて、石灰を入れて撹拌して板で□く

撹拌（固まらす為）は７尺棒で２、３人で行い１時

間か１時間半

１晩置くと藍と水が分離するので水を取り出して藍が残る

別の小さい壺に玉盛して移す

竹かごに１５斤位の藍玉を４個位□って居った

て竹かごに入れてバセウの葉で藍玉を覆ってくさらす時機が一番肝要

叺（かます）の上で水を切っ

色の出来が左右される

品物の良否が

決まるのでその時間が一番大切だ
品物は村内消費

喜如嘉が多かった

斤量で売却した

生木も全部集めて木灰を造り藍玉と一緒に売却
甘蔗栽培
木敷

大正５年頃はじまる

牛

水車で搾汁２ヶ所

砂糖製造

生木の方が灰が多く出る

御嶽の前

徳田は６０丁出荷

７２頭…大正中期

かねー使い

茅蔵□３丁あった
牛車で搾汁７ヶ所（４、５人組をつくり） 湧地・花

部落全部で３５０丁～５００丁

３円５０□

５円６円

子牛が生れたら親は主のもの子は２分の１ 根ロメ新門
木炭

旧式窯▽

大正窯

整地料村と塩屋区

長く持たない

湧地―村―根ロメ

羊―３０頭

製品取り出し横から
一等地２弐坪

２等

講習窯
３等

病気が多かった

二段式（火入口）

４等

原５丁

喜如嘉校移転のため押川堂処分した（※編中：土地を売却したの意か）日本政府の営農資金
コショー―平□されて移出
樟のう造り

ハッカ

ニンニク

鹿児島から福松姓の□崎タンメー

百合―栽培盛ん

明治２、３年頃

比地山で初め押川へ移る

本部、羽地、今帰仁、那覇各地から入植

湧地、押川堂、ムター、カレールで各組が製造、後に泊からも入植
拝所・・・

個人店

委託経営３ヶ年
64 万
戦争

道路

２期 28 万

運動場

８０ｍの規模

3 割負担

昭１１年頃

６５年完成

中南部寄付

薪の手数料で補なった

4.100ｍ

後７ヶ所

１期

67 世帯 500 名

青年会が中心となり村へ陳情区長を経て

ブラジル―宮城調寿

区長

昭和４年

戸１０＄

昭８年頃

人口１＄

宮城調□喜兄

照屋林三、友寄隆良、宮城寛長、戦后

伊波興信、友寄景正、志良堂清太郎

７

赤字 10 万

照屋林徳区長

５軒残る

移民

那ハ

戦后５１年新設（（共同店）伊波興信区長兼務、個人

４７年押川道路３ヶ年計画で５０年完成

３期 46 万

焼出されて

公民館

酒ソーメン塩屋に買いに行った

コザ方面へ

村議

１軒１２＄
紡績

大分

３，０００
山口

神奈川

安波連宗明、宮城調光、照屋林賀、照屋林徳、

友寄隆長、安波連宗光、友寄隆輝

名ゴ

村史編さんだより

今年も県内外から８４９名という多くのお客様が来館されました！
また、旧庁舎の台風対策の様子が（２０１７年）１１月８日の琉球新報に取り上げられました！国の重要文化
財に指定されているため、雨戸となるベニヤ板をくぎで打ち付けることが出来ないので、建物に傷がつかないよ
うに木材を使って補強された玄関の写真が掲載されています。少し手間はかかりますが、まだまだ現役で頑張っ
てもらえるように、みんなで大切に守っていきたいと思います！

村史編さんだより
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「しまふとぅば」ぬくとぅ
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「そーいりよー」

うみがーみー

４月は多くの人にとって頭のチャンネルを切り替える季節である。全国的に会計年度が変わる
と同軸して、職場では人事の異動等があり学校では新学期が始まる。
大宜味小学校、大宜味中学校では児童・生徒の学年がそれぞれ１つ繰り上がり、新しい小学校
１年生を迎える。学校では先生方の異動もあり、１学年繰り上がる児童・生徒の心境もまた変化
がある。良い形でチャンネルを切り替えてほしいと願う。大宜味の小学校・中学校には児童・生
徒が良い方向にチャンネルを切り替えることの出来る環境があると思っている。そして小学校の
新入生を受け入れる良い環境もあると思う。
幼稚園の修了式では、新１年生になる「でいごぐみ」の明るい元気な姿があった。近くで聞い
ていると耳が痛くなりそうなほど大きな声で「ドキドキドン １年生」を歌っていた。その子ら
が４月からは小学校の門をくぐることになる。どんな姿、どんな表情で登校するか楽しみである。
多くの子らは暫くすると学校に溶け込むのだが、中には夏休み終了後しばらくの間愚図る子も
昨年はいた。けれどもすぐに立派な１年生になっていた。
学校では小学校・中学校共に「立ち止りあいさつ運動」を行っていて定着しつつある。地域に
おいても地域の方々から積極的に「立ち止りあいさつ」をして頂きながら、色々な場面で地域の
子らを育てて頂きたいと願う。
新学期とともにまた校門でのあいさつ運動が始まる。今年度も日々どんな光景が見られるか楽
しみである。児童・生徒の朝の表情は実に多彩である。
むんぬん

いきさんかでぃ

そーいりよーやー

今月の生きもの

いきさん

あしでぃ

いきさん

勉強しー

わらびたー

トベラ：トベラ科
みなさん、こんにちは。私トベラです。
何となく見たことあるけど、名前はわからないって人も多いのでは
ないでしょうか？春に白くてかわいい花を咲かせます。
花はとてもいい香りなのだけれど、枝や葉、根は臭く、節分の時に
扉や戸に挿して魔除けにしたことから「扉の木」と呼ばれ、しだいに
変化し略され 「とべら」になったと言われています。
冬の初めころ、赤色のねばねばした種子を実の間からのぞかせます。
一見美味しそうに見える種子ですが、無味無臭のため、鳥たちにあま
り好まれなく、このねばねばを活かして鳥の体にくっつき、種子を遠
方に運んでもらっているの。
４月 11 日

２日（金）区長会 村体育協会評議員会
３日（火）村学校職員辞令交付
清明（シーミー）
ガッツポーズの日
６日（金）いぎみてぃぐま展 ～８日
９日（月）一学期始業式・新任式（幼小中）
大宜味中入学式
10 日（火）大宜味小入学式

11 日（水）大宜味幼稚園入園式
15 日（日）第 40 回塩屋湾一周ﾄﾘﾑﾏﾗｿﾝ大会
20 日（金）鯉のぼり掲揚式
24 日（火）生涯学習講座
27 日（金）春の遠足（幼稚園）
29 日（日）昭和の日
30 日（月）振替休日

新学期がやってきました。 １年生や新社会人にとってはドキドキのスタート。 まさにドキドキドン１年生ですね。 「さ～くら
咲いたら１年生～」 って、 もうとっくに葉桜ですから、 ざんね～ん！沖縄の暦に合うよう替え歌作ろうかな？
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