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情報交差点・心と心の交わり

あじま～
みんなでパプリカ♪

パイン仮面
参上 !

息の合った司会

いぎみっこ☆ゆいきらまつり開催 !!
命中 !!

大宜味村教育委員会
電話４４－３００６
FAX ４４ー３０２
愉快なコント

パーフェクト !?

大漁♪

ここで一席
12 月 20 日（金）、大宜味小学校で「いぎみっこ☆ゆいきらまつり」が
行われました。
みんなが楽しんでもらえるような舞台の出し物や出店の内容を児童会
中心に４年生から６年生までが自分たちで考えて作ったまつり。
６年生の金城妃佑くん、宮城泰斗くん、５年生の前田明志くんの元気
で愉快なあいさつとともにまつりが幕開けしました。
１番バッターの３年生女子によるパプリカのダンスには他に踊りたい人たちが集まりみんなで
楽しく踊ることができ、他に落語やコント、出店の引換券をかけた○× クイズ、コンボ芸、劇な
ど芸達者の児童たちによる数々の舞台が繰り広げられました。
舞台発表の後は高学年プレゼンの出店。わなげやシューティング、的当てにくじ引きにつりと
楽しい出店がわんさか。各ゲームには景品もあり、高得点を狙ってみんな夢中になって遊びました。
また、２階の特設ステージ（特別活動教室）にはお化け屋敷が…。暗い部屋からはキャーキャー
と賑やかな声が聞かれました。お化け屋敷から出てきた１年生たちは「怖かったけど、楽しかっ
た！」、「楽しかった！もう一度やりたい！」と笑顔。
「楽しみたい」、「楽しませたい」子たちの思いが集まり、明るい声で学校中が包まるゆいきらま
つりとなりました。
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大宜味中学生が作るシークヮーサーの新商品。ついに決定 !! その名も…

２０２０年 （令和２年） １月１日
元気な歌声響きました！
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司会もお上手♪

太鼓は任せろ !!

２学期から始まった、大宜味中１年生の商品開発（総合の授業にて
実施）。先輩たちの作ったシークヮーサー酢 SKS+S を活かし「だし（め
んつゆ）」作るため、「考える・決める」ことを繰り返してきました。
11 月に行われた４回目の授業では自分たちが決めた味を確定させ
る（本当にこの味に決めていいか、他の人たちにも味見してもらう）
ためのアンケート作りと各班で考えたパッケージデザインを１つに絞
I like cherry♥

る作業を行いました。５つの班から出されたパッケージはどれもシー

英語の歌も歌えます！

square 推しっす

クヮーサーや大宜味村をよく表しており、どれが選ばれてもおかしく
ないものばかり。シンプルにわかりやすく商品をするか、情報をたく
さん入れて紹介するか意見が分かれましたが、シンプル派の強い思い
が伝わり、デザインはシンプル案に決定。商品名は「いぎみだし」に
なりました。
５回目の授業では前回のアンケート結果から味を確定するにはもう
少し改善が必要なことがわかり、再度味を変えてアンケートを取り直すことに。また、パッケージデザイ

とっても楽しいクイズ大会

くじらのお友達は誰かな？

ンもよりブラッシュアップし、理想に近づける修正点を上げました。他にどのように売ったらお客さんた
ちを喜ばせられるのか販売方法を考えたり、商品を売って得た寄付金の使い道を考えたり最後まで「考え
12 月６日（金）、大宜味幼稚園にお

る・決める」授業でした。

いて令和元年度大宜味幼稚園生活発表

その後「いぎみだし」は再度試

会が行われました。

食とアンケートを行い、味が決定。
今後はパッケージデザイン、商品
仕様など諸々確認を行い、商品の

幼稚園最後となる今回の生活発表会。会場には園児たちの活躍を見ようと家族や地域の方などたくさん

完成は３月頃となります。楽しみ

の方々が押し寄せました。

に待っていてください。

図書室情報

№５

2020 年（令和２年）１月

昨年の利用状況（９月～１２月）
〇登録者数…４０人
〇来室者数…２０９人
〇貸出冊数…３０７冊
〇現在の蔵書数…4053 冊

３

月

火

運動やお絵かき、本読み、歌など日頃の幼稚園での遊びや生活の積み重ねを発表する生活発表会。日々

大宜味村図書室（旧大宜味小学校２F：村史編纂係内）
大宜味村字大宜味１番地 0980-44-3009

の遊びで経験したことをクイズに

新本紹介

作ったり、劇の舞台のセットも自

※1 月中旬入荷予定

めっちゃ元気な虫さんたち♪

弾き語りで dancing♪

したり、オリジナルの紙芝居を

分たちで作ったりと最後を飾るに
ふさわしい、自分たちで作り上げ
た生活発表会となり、訪れた人た
ちを喜ばせました。

１月図書室カレンダー 閉室日 ：
日

令和になって初めて、そして大宜味
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可愛いダンゴ虫さん

セリフもばっちり！

パプリカも踊ったよ♡

リクエスト本
※県立図書館の図書の貸し出しは 1 月３１日までです。

大中商品開発・図書室情報

令和元年度大宜味幼稚園生活発表会
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５年 平良菜海（大宜味）

５年 平良栄棋（喜如嘉）

５年 宮城颯人（塩屋）

５年 髙江洲千歌（結の浜）

① 部活をがんばる !!! そのためにも部活を休まないようにする !!
教えてもらった事をちゃんと覚えていて家とかでも練習する !!
② パティシエ

① 野球の大会でメダルを取りまくる
全国大会に２回以上出場する
② プロ野球選手かメジャーリーガー

① 部活で６年生にたよらず進めていく
② バスケ選手

① リーダーとしてみんなをひっぱっていきたいです
② 声優です ! なぜなら、 花江夏樹さんにあこがれているからです

５年 髙良心（塩屋）

５年 平良規一（宮城）

① 部活 ｿﾌﾄﾃﾆｽ
（優勝したい もっと上手くなって
速いボールをいっぱい打ちたい）
勉強（テストで 100 点をいっぱいとりたい ６年生に
なったらもっと勉強がむずかしくなるから）
② 日本１周 !

① 野球をがんばりたい 全国大会に出てゆうしょう
② プロ野球選手になって活やくしたい
（柳田悠岐みたいな）

５年 渡嘉敷空（謝名城）

５年 山口愛紗（田嘉里）

① 野球（結ガッツで全国優勝）
② プロ野球選手

① 勉強をがんばりたい。 学力を上げたいから。
部活（テニス）をがんばりたい。 今年九州大会で
くやしい思いをしたからもっと上手くなって勝ちたい。
② 保育士

５年 前田明志（結の浜）

６年 宮城緩奈（結の浜）

① 全国優勝 !!
② プロ野球選手でとてもかつやくする
５とうりゅう（投げる・打つ・走る
スライディングする・笑いをとる）

① 私が今年がんばってみたいことは勉強や部活などを
がんばっていきたいです
② わたしは小さいころ歌やダンスなどが好きだったので
保育士やまだ決まってないけど歌手になりたいです

５年 瑞慶山時来（結の浜）

５年 金城匠英（結の浜）

① 地区大会でベスト４!!!
…そのために、 みんなを引っぱれるようになる
② ①ＮＢＡ ②Ｂリーグ ③バスケの日本代表

① 部活（テニス）で経験者になることです
理由：九州大会に出れるし、 リーダーてきなそんざいになれすから
② コンピューター関係（スマホ・ゲームなど）の仕事

質問
①今年の抱負・頑張って みたいことは何ですか？
②あなたの将来の夢は？

５年 大城真乃（結の浜）

５年 宮城松（塩屋）

５年 金城翼希（大保）

① テニスをいっしょうけんめい
休まないでがんばる
② プロソフトテニス選手

① 野球で全国優勝
② プロ野球選手
（山川穂高選手みたいな）

① 今年がんばりたい事は最上級生になるので進んであいさつなど
低学年をひっぱりたいです 後、 部活もがんばっていきたいです
② 保育士

６年 山上幸帆（田嘉里）

６年 平良梨杏（大宜味） ５年 藤田大洋（大兼久）

５年 新垣友愛（津波）

① 部活をがんばる !!
① 算数がにがてなので、
そのために…お家にかえっても
算数をがんばりたいです
バスケの練習をする
② 医者になること
そして、 上手くなる !!
６年 上原正遥（大宜味） ② 保育士
① かんじなどのにがてなものを
がんばりたいです
② サッカー選手

５年 川上鍬（結の浜）

５年 島袋恭輔（結の浜）
① 体を大きくしたい !
（野球のために）
② プロ野球選手 !

① テニスに入ってテニスをがんばる
テニスでせんぱいにおいつきたい
② テニスの選手

５年 幸山ひなの（結の浜）

５

６年 島袋晃匠（結の浜）

５年 山川瀬奈（喜如嘉）

① バスケ 勉強
② バスケット選手

① 頭がちょっと悪いから勉強を
がんばりたいです
（部活も頑張りたいです）
② 世界一周旅行（お金持ち）

ジューサンユーエー（十三祝）
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 2020 年の抱負と将来の夢を聞いてみました。

６年 金城妃佑（大保）
① 部活をがんばりたい
② プロ野球

６年 照屋綾音（宮城）

５年 髙澤杏音（結の浜）
① 勉強の苦手な教科や部活で
今できないことを
がんばりたいです
② 保育士・パティシエ

① 今年は学校のリーダーになるので
学校の事をちゃんと自分から進んでやりたいです
後、 部活を頑張りたいです
後ベストメンバーに入りたいです
② ネイルアーティスト

① 大宜味結ガッツで全国優勝する
② プロ野球選手

① 部活をがんばりたい
② ないです

５年 大石明翔（屋古）
① 今年ぼくはテニス部に入るので、 みんなに
おいつけるようにがんばりたいです
② ユーチューバー

５年 我部喜歩子（塩屋）
① 最上級生としての仕事や
学校の事を進んでとりくみたい
② 小学校の先生

５年 福地楽偉門（喜如嘉）
① 野球をがんばる
② プロ野球選手になりたい

５年 崎山陽（饒波）

① 私が今年がんばってみたいことは部活です
① 持久走で 10 位以内になることです
理由は中学生になって初めてやることだからです
② まんが家・プロの e スポーツ選手
② 私は歌手になりたいです
世界のチーズを制覇すること
なぜなら小さいころから歌を歌ったりダンスを
していたからです
５年 中井慶次郎（喜如嘉）

５年 花田琉空（謝名城）

① 野球（全国制覇）
② プロ野球選手（日本のエース）
（４とうりゅう、 投げる、
まもる、 はしる、 うつ）

村内ジューサンユーエー児童

６年 根森寿実（大宜味）
① 吹奏楽部を今よりもっとがんばりたい
② パティシエになって喜んでもらえる
ようなケーキを作りたい！

① サッカー
（理由）サッカーをずっと練習すれば
サッカー選手（プロ）になれるから
サッカーをがんばりたい
② サッカー選手（プロ）
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大宜味村村史編纂係４４－３００９
つぃるかみやまつぃとぅ

鶴亀や松と

だきぬふぁとぅとぅむに

竹の葉と共に

むむとぅいつぃまでぃん

百年いつまで

むてえさけえ

繁盛繁栄

与那原親方良矩

謹賀新年

村史編さんだより
本年も村民皆様のご健勝
ご多幸をお祈りします

大宜味村（むら）・字大宜味の絵図
『大兼久誌』にはよると、土地整理以前の状況が次のように述べられている。「当時の納税法は六公四民といって
十の内六はお上に納め残り四が自分の取得となった。―中略― 土地は共有で私有権が許されてなく地割制度で何
年かその土地の耕作権を与え三年から十年或は三十年位になると取り上げて、人口によりまた割り当てた。そのた
め、耕地に対する執着心乏しく土地は益々荒廃するのみであった。然も上納米の高は依然の通りで農民の惨苦はみ
じめなものであった。また、仕明地は俗にセーキとも云い、自分の働きによって開墾した土地は私有権が許され租
税も免ぜられていたが、勝手に開墾することは許されず特に勲功のある百姓に限って許され、仕明地を持っている
者、即ち仕明持ちと云えばお金持ちの尊称のようになっていた」。
また、土地整理当時（明治３２～３６年）、大兼久は大宜味の一部であり、ムラ別れしたのは昭和の初め頃とされ、
『大兼久誌』には、「字大宜味小字大兼久が戦前の正式名称であった。大宜味に区長があり大兼久には区長代理を置
いてあった」とあり、小字から大字大兼久と地籍変更がなされ、行政区として独立したのは昭和２１（1946）年の
ことである。
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E メール :sonshi@vill.ogimi.okinawa.jp

祭祀の中のネズミの位置づけ ～ ナガリ行事とネズミ ～
『謝名城の民俗』（新城真恵 1985 年）によると、以前は、城のウンガミが終わったあと「ナガリー」という行
事があり、冬瓜と野ねずみを喜如嘉の海辺へ持っていき、集落の厄払いと繁栄を願って流したそうです。
奥間ノロが司祭し、国頭村比地と奥間、鏡地、桃原、浜が共同で行う比地のウンガミでは、比地の小玉杜にあ
るアサギの広場の木に、豚の足（猪の代り）とパパイヤの中に生きたネズミを入れて吊るし神に供えます。アサ
ギでの祭祀が終ると、鏡地の浜に行き、琉球の神が降臨したと伝えられる辺戸の阿須森に向かって遥拝し、神人
の被る草の冠（カーブイ）と共にネズミを海に流すそうです。
農作物の出来・不出来によって生活が大きく左右される昔の人々にとっては、収穫
した芋や穀物を食い荒らすネズミは、災厄の象徴として祭祀の中に登場しています。
しかし、『大宜味村史 人と自然編』調査の中で、ビーチャー（ｼﾞｬｺｳﾈｽﾞﾐ）が「チ
リンチリン」と鳴くと、お金が入ってくるといういわれを、多くの集落で採取する
ことができました。
私達の暮らしに身近な？ネズミですが、災厄は海に流し、良い事が “ネズミ算式”
に増えていく一年となりますように。
比地ウンガミで神に供えられるネズミ

★ネズミと竹の種

左：國頭郡大宜味間切大宜味村全圖

縮尺 6,000 分の 1

約 55×128 ㎝

右：國頭郡大宜味間切大宜味村全圖

縮尺 6,000 分の 1

約 55×76 ㎝

※した：拡大

原名：①大宜味②島田③炬畑④草戸⑤兼久⑥黒石⑦小兼久⑧川登⑨仲山⑩仲筋⑪伊源川⑫喜納⑬比堂⑭杣山
※Ａは集落部、道路、水路のみ彩色され、間切境、村境、字境が破線で表されている。色分けされた凡例があるが説明がない。集落部のみ
記された別紙（約 22×40 ㎝）があり、被せて等級の訂正に使ったか？ B,C,D の彩色は集落部に赤や黄、川は青、山は緑が使われている。
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村史編さんだより

むかし恩納岳のふもとに良いおじいと悪いおじいがいた。ある日のこと、良
いおじいが山羊の草刈りを終えて帰るとき、子どもたちが小さいネズミをつか
まえて遊んでいた。
このおじいは、ネズミをかわいそうに思い、子供達にお金をやってネズミを
もらい、巣に帰してやった。
子ネズミからこのことを聞いた親ネズミがおじいを追って来
て、「今日はうちの子どもを助けてくれてありがとうございまし
た。この竹の種をあげるから家のかまどの後ろへ植えてください
ね。」といって竹の種を置いて行った。
おじいが竹の種をかまどの後ろに植えると、翌日、竹の子が出
て、２、３日すると３尺ぐらいになり、１週間たつと、家よりもずっとずっと
高くなった。しばらくすると、黄金の花が咲き、チリンチリンチリンと黄金が
落ちてくる音がした。「これはおもしろいなあ。」と根を掘ると、大判、小判が
ザクザクと出てきたので、おじいはたちまち金持ちになった。
これを見たとなりの欲張りおじいは、「どうしてお前は金持ちになったか。」
と聞いた。良いおじいは今まであったことを教えた。
欲張りおじいはねずみの所へ行って無理やりに竹の種をもらって、喜んで植
えた。でも、黄金の花ではなくて、黒い花が咲いた。悪いおじいは、
「しめしめ、
やがて大判、小判が出るぞ。」と、竹に耳を当ててみると、ボンボン、ポロポロ、
ボンボン、ポロポロと、音がしたので、鍬を持ち出して根っこを掘った。する
と、泥水がドドドーッと湧き出て、悪いおじいはあっという間に泥水にのまれ
て亡くなったそうな。だから、人間は欲張ったり嘘をついたりしてはいけない
ということなんだよ。（『沖縄の民話百選』より）

村史編さんだより

村史編さん係では、『言語編』の３月発刊
に向けて、原稿の最終調整を行っております。
2018 年 10 月に「大宜味村各字の方言一覧表」
作成のための発声の確認・記録作業を専門委
員の皆様と行って以来、2019 年度初となる会
議を 12/17（火）新里幸昭氏（言語編部会長・
喜如嘉出身）宅（南風原町）で行いました。
新里幸昭先生を中心に、大山茂康、平良昭
男、仲原弘哲の各委員と事務局：宮城、新城、
河津が参加し、聞き取りや区の協力をもとに
作成した各字方言一覧表の確認作業、音声表
記の統一、言語地図の語彙確認、解説などを
精査し、指示を頂きました。
編集期間も残りわずかとなりましたが、皆
さまに気軽に手に取ってもらえ、読み応えの
ある『言語編』が完成するように頑張ってい
きたいと思います！
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「しまふとぅば」ぬくとぅ
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２０２０年子年、明けましておめでとうございます。
過去を振り返り、未来を見据えて、今年はどのような一年になるのでしょうか。
生物の多様性の観点から、やんばる３村ではやんばる地域の世界自然遺産登録への期待が高まっ
ています。
“多様性”と言えば、近年気になることがあります。それは文化の多様性がかなり狭くなりつ
つあることです。普段の生活の中での年中行事が簡素化されたり、無くなったりしています。例
えば年末に行う「ヤシキ御願」や冬至に各家庭で作られていた「トゥンジールーシ」等を行う家
庭は間違いなく減ってきていると思います。
地域の「しまふとぅば」も同様です。わかりやすい例が、やんばる地域では山羊は「ピージャー」
と言いますが、近年は年配の方でも「ヒージャー」に変わってきていて、首里・那覇ことばに統
一されつつあります。
文化の多様性が無くなることは人間の多様性も失われるということであり、極論すると画一化
された人間、ということにつながり何かしら末恐ろしくなります。
やんばる地域の自然の多様性を守るというのであれば、やんばるの多様な自然の中から生まれ
た、やんばるの文化の多様性も守っていかなくてはと思います。そうでないと「自然の多様性」
も本来のやんばるの自然の多様性にはならない気がします。
～でぃかへい むかしのぐとぅ おーふぁ（青葉）、まみ（豆）ちゅくたいしー かんだばー
ぬん いきさん かむぬぐとぅ さーやーをおー～～。

今月の生きもの

写真：やんばる野生生物
保護センター提供

オキナワトゲネズミ、ケナガネズミ：ネズミ科

あけましておめでとうございますオキナワトゲネズミとケナ
ガネズミです !! 今年はネズミ年と言うこともあり、再登場です。
ネズミだけど可愛いでしょ？そんな私たちですが、今危機に
さらされています。なんと、野生化したネコが私たちを襲うの
です。やんばるの森で採取されたネコの糞からは私たちの骨や
歯などが高い頻度で発見されていることもわかりました。これ
までハブくらいしか天敵がいなく、のんびり過ごしてきた私た
ちにとってネコは脅威的な存在。
だからお願い、やんばるの森にネコを捨てないで !! それがネ
コにとっても私たちにとっても幸せに繋がるから。

１日（水）元日
４日（土）大宜味村成人式
17 日（金）少年を守る日
１月 10 日
６日（月）区長会 幼小中３学期始業式
18 日（土）県新人ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ～ 19 日
官公庁仕事始め
第 29 回大宜味村産業まつり ～ 19 日
７日（火）村民新春の集い
おきなわ地域教育の日・県Ｐ大会
明太子の日
９日（木）塩保新春マラソン・駅伝大会
19 日（日）家庭の日
10 日（金）喜保新春マラソン・駅伝大会
22 日（水）「体験の翼」事前学習会④
11 日（土）中学校地区新人総体（空手道・相撲）23 日（木）定例教育委員会会議
13 日（月）成人の日
25 日（土）国頭地区 PTA 研究大会（宜・金武）
14 日（火）県立高校推薦入学願書受付（1 日目）
中学校県新人バスケ大会 ～ 26 日
15 日（水）県立高校推薦入学願書受付（2 日目）
全琉音楽祭
15 日（水）「体験の翼」事前学習会③
29 日（水）「体験の翼」事前学習会⑤
あけましておめでとうございます。 2020 年、 スタートです。 さて、 みなさん、 何か気がついたことはありますか？
なんと、 あじま～ 300 号達成しました !! 25 年も発行しているんです。 四半世紀って…。 積み重ねって大事ですね。
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