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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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祝

第 45 回国頭地区中学校夏季総合体育大会

大宜味中ソフトテニス部 男子団体
男子個人 山口栄智・平良悠翔ペア

優勝
優勝

６月２日（土）、３日（日）、名護市営庭球場において第 45 回国頭地区中学校夏季総合体育大会
ソフトテニス競技が開催され、２日に大宜味中学校男子ソフトテニス部が団体優勝、３日に男子
個人の部で山口栄智くん、平良悠翔くんペアが優勝、福地想楽くん、花田悠馬くんペアが準優勝
に輝き、４日（月）、大宜味村役場に訪れ優勝報告を行いました。
団体戦では２回戦目に当たった名護中と最終の１セットを争うハラハラした試合展開となりま
したが、日頃の練習の成果と粘りを見せて勝利し、決勝戦まで良い流れを作りました。
個人では決勝戦で大宜味中同士の試合となり、選手、応援者ともども大盛り上がり。
優勝した平良くんは「同じ学校同士の対戦なので、一番緊張した試合になった。」、山口くんは「自
分たちは挑む立場だったので、相手の方がプレッシャーを感じていたと思う。」と振り返りました。
主将の花田くんは「団体戦では県大会で優勝、九州大会でベスト４を目指し、個人戦でも全国
大会で表彰台を狙えるよう練習を頑張りたい！」と意気込みました。
沖縄県大会は７月 23、24 日に沖縄県総合運動公園で行われます。子ども達の頑張りを村民挙げ
て応援したいと思います。皆様の応援よろしくお願いします！
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どっちがお好み？どっちも美味しい！シークヮーサーゼリーづくりと食べ比べ

敗北…
大宜味村
42.0%

６月 12 日（火）、大宜味小３年生が総合の時間にシー
クヮーサーを使ったゼリーづくりに挑戦しました。

熊本県山江村
ＶＳ
46.9%

（1314 名 /3126 名）

大教委通信 No.２８２

大宜味村農山漁村生活研究会の松本安子さんを講師と
して招き、大宜味中学生が開発した「シークヮーサー酢

（1663 名 /3547 名）

SKS+S」とシークヮーサー果汁を使って２種類のゼリーづ

毎年５月の最終水曜日に人口規模がほぼ同じ自治体間で、午前０時～午後９時までの間に 15 分以上継続して、
スポーツや運動を行った『住民参加率（％）』を競い合うチャレンジデーが５月 30 日（水）に開催されました。

くりをシークヮーサー酢班、シークヮーサー果汁班に分
かれて開始しました。

大宜味村は今年で５度目となる参加で、対戦相手の自治体は熊本県山江村。

アガーや砂糖を慎重に計る子どもたち。水を加えたら、加熱しながら一

昨年に続き勝利を収めるべく、村民、各種団体とも奮闘しましたが、残念ながら敗北に終わりました。

生懸命混ぜます。
鍋から伝わってくる熱気に苦戦しながら混ぜたり、人数分の容器を用意
したり、みんな積極的に仕事を探して動きました。
シークヮーサー酢や果汁を加えて混ぜたら、ゼリー液の完成。固まる前
に急いで容器に移し、冷蔵庫に入れ固めたらできあがりです。
目や鼻で２つのゼリーの色や香
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2014年
vs 北海道苫前町

2015年
vs 島根県海士町

2016年
vs 岐阜県七宗町

りを比べ、最後のお楽しみは食べ

大宜味村のこれまでの結果

これまでの対戦結果

2017年
vs 北海道剣淵町

2018年
vs 熊本県山江村

人口

2014年

31.6% 1044人 3308人

2015年

41.4% 1355人 3276人

2016年

40.1% 1267人 3160人

2017年

43.1% 1363人 3166人

2018年

42.0% 1314人 3126人

チャレンジデーに共に開催されたグラウンドゴルフ大会には老人会 24 チーム（166 名）、各種団体 9 チーム（54 名）
計 198 名が参加。ホールインワン賞も多々見られ、素晴らしいスコアを叩きだしてくれました！（結果は下記の通り）

おいしくひと口ひと口大事に味わ
いました。

酸っぱさや甘さを感じながら、
シークヮーサー酢ゼリー推し、
シークヮーサー果汁ゼリー推しに
分かれましたが、結局どちらもお
いしくいただきました。

チャレンジデーも今回で５回目の実施となり、住民の方にも徐々に浸透しつつあります。次のチャレンジデーで
は過去最高の参加率が出せるよう、来年も住民の皆様のご協力お願いいたします。

団体総合

３

子どもだけじゃない、今年は村民対象！

個人総合

優勝

津波老人会Ａ

スコア 267

優勝

根路銘安明（謝名城区老人会Ｂ）スコア 34

２位

大宜味老人会Ａ

スコア 270

２位

宮城

妙子（大宜味区老人会Ｃ）スコア 37

３位

謝名城老人会Ａ

スコア 271

３位

平良

光秀（大兼久区老人会Ａ）スコア 38
子ども会

優勝

成人会
豊平繁武（塩屋成人会①）

優勝

平良琉之佑（しんすけや～）

２位

前田福信（田港成人会）

２位

平良

妃彩（しんすけや～）

３位

知念

３位

藤田

雫

章（塩屋成人会①）

（しんすけや～）

チャレンジデー・GG 大会結果

プール開放のお知らせ

日時：①７月 2３日（月）～ 27 日（金）
午後 1:30 ～ 4:30

①は午後のみ開催します。

②７月 30 日（月）～８月 3 日（金）
午前 9:30 ～ 11:30

午後 1:30 ～ 4:30

場所：大宜味小・中学校プール
対象：村民

※小学３年生以下は保護者同伴でお願いします。
保護者でしっかりと子供の健康・安全管理を行ってください。

大小３年生シークヮーサー de ゼリーづくり・お知らせ
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とにかく使おう！ネットを使ってお得に買い物 !? ぶながやの里生涯学習講座
６月 20 日（水）、役場第２会議室においてぶながやの里生涯学習講
座「インターネットを活用しよう！実践編」が行われました。
前回の講座ではインターネットを使ってできる様々なことを紹介し
ていきましたが、今回はその実践編。前回のアンケートでも多く回答
のあったネットショッピングに挑戦しました。
ネットショッピングをするためには、メールアドレスが必要になり
ます。そこでＧメールのアカウント作りから始めることにしました。
自分で一から作るため、覚えやすく、他の人と重複しないアドレスを作ったり、忘れないけど、他人
に悟られないパスワードを考えたり、参加者のみなさんはメモを取りながら少しずつ進めていきました。
アカウントができたら、今度は Amazon（今回は Amazon を使用）の会員登録。先生や近くにいるスタッ
フに聞きながら、一歩一歩進めていきました。
たくさんの商品を閲覧するだけでも面白く、自分の興味のあるものを検索したり、値段を比べたり、各々
で楽しむことができました。予想以上に時間がかかり、実際に一人一人がショッピングをするところま
でいきませんでしたが、スタッ
フのパソコンをみんなで見なが
ら、購入までの一通りの流れを
確認して終わりました。
最後までできなかったのは残
念でしたが、ゆっくりながらも
次回に繋げるためのいいステッ
プを踏むことができました。
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あらゆるチョウがお出迎え♪念願のあの子も出現 !? 屋古のチョウ観察会
６月９日（土）、屋古集落においてぶながやの里生涯学習
講座「屋古のチョウ観察会」が行われました。
駆け込みの参加者も含め、当日集まったのはなんと、29 名。
久々の大所帯での講座となりました。
今回、チョウ観察の案内をしてくれるのはやんばる舎の市
田則孝さんと豊子さん夫妻。じっくり深く観察する大人組を
則孝さん、優しい解説で楽しく観察する子ども班を豊子さん
に案内してもらいました。
屋古のチョウ観察隊結成！

見つけたチョウはすぐ記録

名前の由来も教えてもらいました
密かに始まる撮影会

壮絶な体験を語り伝えることで平和を願う… 大宜味小平和学習
６月 19 日（火）、大宜味小学校で平良啓子さんを招き、平和学習
わかりやすく教えてもらいます
が行われました。
双眼鏡も使いこなします
ハウスでじっくり観察
74 年前、従妹やおばあさんたちと学童疎開のため、対馬丸に乗り
コノハチョウの食草を確認
込んだ啓子さん。長崎へ向かっていた対馬丸は航海中にアメリカの
卵も発見！
潜水艦に撃墜され、多くの犠牲者を出して沈みました。
天候や船の中での光景など当時の様子も詳しく語られ、徐々にそ
の場にいるような気持ちになりました。船が撃墜され、投げ出され
た海で必死にしょうゆ樽につかまった時の話や、やっと見つけた筏から落と
されないよう隠れながらしがみついていた時の話、漂流中にサメが出てきて
チョウの宝庫というだけあって次々に出現するチョウたち。 始めは同じ黒
怖かった話、啓子さんに食べ物を分けてくれたおばあちゃんが翌日には筏か
らいなくなっていた話などどれも怖く、みんなと同じくらいの歳の女の子が
いチョウにしか見えなかった種もポイントを聞き、 次々に見分けて記録して
した体験に衝撃を受けました。
いきました。
啓子さんは「戦争はひとつもいいことが
小さな集落の中にも様々な環境がある屋古区。 わずかな観察時間でし
ない。二度と起こしてはいけないこと。心
たが、 ５科 22 種のチョウを確認することができました。
に優しさがないと戦争が起きる。みんなも友達と仲良くしてほしい。ケ
観察会を終えて照屋綾音さんは 「今日、 初めてコノハチョウを見ること
ンカする前に話し合ってほしい。」と伝えてくれました。６年生の宮城心
ができて嬉しかった。 他にも初めて見たチョウや知らなかったチョウをたく
美さんはお礼とともに「今日、啓子さんの話を聞いて、改めて戦争を起
こしてはいけないと思った。自分たちで考えて自分たちで行動していき
さん見ることができた。 これからも身近な所でいろいろなチョウを探してみ
たい。」と話し、最後に全員で「月桃の花」を歌い平和を願いました。
念願のコノハチョウに会えました♥ たいと思った。」 と感想を寄せてくれました。

５

生涯学習講座「インターネットを活用しよう！実践編」・大小平和学習

生涯学習講座「屋古のチョウ観察会」
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深読み大宜味村史１７ 白浜

村史編さんだより

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）年に

第 87 号

2018 年 7 月 1 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
に捕足を加えた。また、年代、年令などは 1967 年当時の表記であることにご留意願いたい。
１９６７年９月１日

后８時

出席者

島袋（７８才）、平良、親川富吉、区長

部落の発生 玉ヤ、上蔵根から始まったといはれる
島袋嘉

平良保一

渡野喜屋殿内

嵩平良の子孫といはれる

首里から東村を経て白浜に来た

ゆらぬうらのまく（まくとは祈願をするときのむら（字）の神名）

まく

御拝みすること
水晶の玉

根神

田港大屋古
金のかんざし

小さい玉（王府から賜わった祭祀道具）

上蔵根に昔から伝えられる名物

大宜味村村史編纂係４４－３００９

毎月１日にはうさぎる（拝む）

６月１４日（木）『大宜味村史 人と自然編』第１回専門部会を発足しま
した。はじめに編さん委員長から各委員に委嘱状が交付され、部会長・副部
会長の選出を行いました。役員、委員は下記の通りです。審議では発刊計画、
全体的な内容、方向性を決めるためのもくじ構成、「人と自然」の重要なカ
ギをにぎる聞取り調査の方法など、活発な意見が交わされ、各委員の意欲が
伝わってくる内容でした。
『人と自然編』では、本村の豊かな自然を詳細に記録するとともに、暮ら
しの中で代々伝えられてきた“人と自然の係わり”にも言及し、知恵の遺産
として次世代に残せるような内容を目指しています。これまで「戦争」・民
俗」・「移民」などの分野において、多くの方々にご協力をいただいていると
ころですが、今回も地域を回り動植物の方言名やその利用方法などについて
の調査を行う予定ですので、引き続きご協力をよろしくお願いします。

渡船 （昭和９年に塩屋湾一周道路が開通し乗合自動車が辺土名まで運行するようになったが、それ以前は塩屋

部会長：当山

昌直

副部会長：安座間

部会員：米須

邦雄、新城

和治、與儀

安史
春樹、島袋

徳正

湾を往来する渡し舟が主な交通手段であった。屋号メーの宮平繁さんは渡し舟の最後の船頭として、塩屋大橋
が開通する昭和３８年頃まで、雨の日も風の日も船の舵を握り、白浜から向こう岸の塩屋まで、長い年月に亘っ
て沢山の人々を渡していた）
自動車 （塩屋湾一周道路が開通する昭和９年頃までは、白浜は名護発の乗合バスの終点であった。国頭に初め
て自動車が乗り入れたのは大正の頃で、白浜から塩屋まで舟を何艘か並べて棒をかけ筏をつくってフォードと
いう大きな車を国頭村まで持っていったという）
上蔵根

弟の子として生まれる

上蔵根へ養子に行った

三浦丸（辰島丸） 明治４２年旧９月９日沈没遭難した

保一、保安、保全、保幸、ナベ、ゲラ

男４人女２人（白

浜出身の犠牲者）（『平良保一顕彰碑建立記念誌』（平成４年・平良保一顕彰碑建立期成会）によると、明治４
３年１０月、名護での遊説を終え、三浦丸に乗船し那覇への帰途についたが、那覇を目前にしながら台風によ
る高波に遭い、乗客乗員六十名余のうち３４名が犠牲となる大惨事により３９歳の短い生涯を終えた経緯が記
されている）
終戦直後（の戸数と人口） ２８戸

▲会議の様子

●『人と自然編』専門部会

ウンガミには塩屋、根路銘（屋号下桃原、松根）から手を合わせに来た

島島川

E メール :sonshi@vill.ogimi.okinawa.jp

『人と自然編』専門部会を開催しました

資料編、同 54（1979）年に通史が発刊されている。

白浜調査
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１３０人位

カシー（山工？） 薪より山原竹やカヤを（多く）出荷した

▲委嘱状交付

動き出したぞ！

田港字誌

字誌講座 ｢北山系統の一族｣ 講演会
第２回「たんな誌」編集委員会で開催

６月１７日（日）田港公民館で行われた「たんな誌第２回発行
委員会＆編集委員会」において、字誌講座を開催しました。田港
では以前から字誌発刊を熱望する声が多くあがっていましたが、
何から手を付けていいかわからないという状況で、２月の常会に
職員が出向き、字誌づくりの要領や事例などについ説明を行い、
この程遂に機が熟し、編集作業スタートの運びとなりました。
今回の講座では、『北山系統の一族（一門）とムラ』というテー
マで、仲原弘哲氏（大宜味村史編纂委員・今帰仁村歴史文化センター
元館長）による講演を行い、田港は北山盛衰の歴史と密接に関わ
るムラであること、定水和尚が隠遁した滝川の伝承についてなど、集まった区民は熱心に耳を傾けていました。
講演終了後は、田港御嶽に祀られている思徳金の墓やそこに奉納されていた古鏡について、田港ノロの祭祀道具
や衣装について、メーレー墓についてなどの質疑があり、関心の高さがうかがえました。

製練所 （明治末期から大正初めにかけて集落後方の半崎に銅の製錬所が置かれ、周辺の農作物や山林が被害を
受けたという。製錬所があったという周辺には、現在でも軽石のような製錬カスの塊を見つけることができる。
原料となる銅の原石は大保のイリマタから掘り出し、現在でもイリマタ銅山跡として残っている）
日露戦争（出征した人） 大城松茂
半崎にあり大保と一緒（共同）であった

砂糖車

その後（白浜の）砂場に独立

３５丁位産出する（サトウキ

ビを絞って煮詰めた砂糖：黒糖は樽詰めで１丁は約８５㎏）
メキシコ移民
二次移民
共同店

７

島袋松（教員時代に渡航）

村史編さん係は、大宜味村役場旧庁舎から
旧大宜味小学校図書室（２Ｆ）に引っ越し
ました！
沖縄関係・大宜味村関係・その他の図書の閲覧ができます。
（クーラー完備！）ぜひ遊びに来てください♪
♪時間 （昼休みを除く）9：00 ～ 17：００

長崎弘（平良牛太郎）※渡航に当り改名したか？

（※土日祝日・正月・大型連休除く）

昭和２３年頃発足

村史編さんだより

村史編さんだより

ここに引越しました！
（旧大宜味小図書室）
６

２０１８年 （平成３０年） ７月１日

大教委通信 No.２８２

「しまふとぅば」ぬくとぅ
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ふぁるあっかー（直訳・畑を歩く人）をしている友人が、摘果マンゴーを利用して漬物？

うみがーみー

を作っているのだが、その摘果マンゴーはマンゴー栽培農家である従兄が時々持ってきてくれている。
その摘果マンゴーに昨年まではなかった“異変”が確認された。熟もしていない青いマンゴーの実を
何者かがかじった跡が散見されるようになった。かじられた形跡を見て、従兄と私とはるあっかーの
友人は、「犯人はカラスか？」「いやこれはネズミだ」「いやいや小鳥だ」等とそれぞれの狭い見識で議
論していたが、つい最近従兄が圃場でマンゴーをかじっている犯人を目撃したというのである。３人
の狭い見識や人間の常識では図ることのできない常識が自然界には存在するのである。
犯人は“夏の夜にきれいな虫の音”を奏でているキリギリスだった。それを聞いた私は「はっさみよー、
ふんとーなー」と聞くと従兄は「ほんとやねん、うまーくかじっとたわ」と関西弁で返してきた。そ
れを聞いて５月号で紹介した「迷惑な進化・・・」という本を思い出した。自然界の生き物は人間も
含めて日々進化しているのである。それは私の小さな菜園でも近年見られることである。たとえば猪
の食害にあった作物は、パパイヤ、ウリ類、ジャガイモ、里芋、くじきん等。カラスはパパイヤは勿
論のこと、もーい、かぼちゃ、今年はキュウリまで食べられている。カラスはまた枯れ草の中などに“貯
蔵”もする。貯蔵場所を私が見つけたら翌日は別の場所に移動もしていた。賢い！！。最近はネズミ
の害が深刻である。サツマイモやトウモロコシ、タピオカは大好物だ。さらには、くじきん、ジャガイモ、
人参、かぼちゃ等多くの作物を食べるようになっている。人間にとってはまさしく“迷惑な進化”だ。
温州みかんが栽培され始めた４０年ほど前にコオロギが葉を食しているのを見てびっくりしたことが
ある。人間にとって都合の悪い生き物は“害虫”“害鳥”等と勝手に差別しているが、対象となってい
る生き物にとっては迷惑なことだろう。
周りの環境に接する時に我々が学んだ“常識”はいかにもちっぽけで“非常識”の方がはるかに多
くを占めることを再認識させられた今日この頃である。
“なったーふぁるんてぃや

ウミガメ情報！！
６月 28 日現在の情報
です。
今年も少ない状況で
す。 色々なウミガメ情
報をお寄せ下さい。

いかーしなとぅいがやー”

Ｎ０

海岸名

上陸・産卵日

脱出予想日数

脱出予想月日

種 類

1

道の駅

5月12日

６０日±５

７月１１日±５ アカウミガメ

2

道の駅

5月26日

５５日±５

７月２０日±５ アカウミガメ

3

大宜味

5月30日

５５日±５

７月２４日±５ アカウミガメ

お詫び：７月号の 「今月の生きもの」 はお休みさせていただきます。

18 日（木）大宜味村青少年育成村民会議総会
１日（日）村体協ボウリング大会
平成 30 年度「青少年深夜はいかい防止及び
２日（月）区長会 体験の翼入団式
未成年飲酒防止県民一斉行動」大宜味村民大会
３日（火）地域懇談会（村内４住区一斉開催） 20 日（金）第１学期終業式
４日（水）村老人ゲートボール大会
やましし夕涼み会（塩保）
７日（土）第９回大保ダムまつり
22 日（日）村体協ゴルフ大会
第８回ｷｬﾝﾄﾞﾙﾅｲﾄinｻｰﾍﾞｲ
23 日（月）夏休み ～ 8/24
７月９日
10 日（火）体験の翼事前学習会①
プール開放①～⑤～ 7/27
13 日（金）ぶながやまつり（喜保）
26 日（木）定例教育委員会議
15 日（日）村体協球技大会
27 日（金）体験の翼西会津町受入 ～ 29 日
ｼﾞｪｯﾄｺｰｽﾀｰの日 28 日（土）国頭郡軟式野球大会 ～ 29 日
16 日（火）海の日
夏です。 今年も青年会のエイサー部落回りが始まります。 そして各種まつりや夕涼み会、 体協運動部の大会も始まりま
す。 これからどんどん暑くなってきます。 水分補給を欠かさず無理はせず、 楽しみましょう♪ 健康第一！

８

