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情報交差点・心と心の交わり

あじま～
苗木に思いを込めて…

大宜味村教育委員会
電話４４－３００６
FAX ４４ー３０２０

大宜味中３年生卒業記念にシークヮーサーを植樹

３月６日（金）、大宜味中学校３年生が卒業を記念し、学校敷地内にシークヮーサーの苗木を植
樹しました。
１年生の時に「シークヮーサー酢ＳＫＳ＋Ｓ」を商品開発した３年生。シークヮーサー酢ＳＫ
Ｓ＋Ｓはふるさと納税にも使用されるなど村内外でも利用される村のヒット商品となっています。
今回、シークヮーサー酢ＳＫＳ＋Ｓの寄付金（１本につき 15 円）を活用し、後輩たちに思いを
引き継ぎ、これからの商品開発にも役立ててられるよう、苗
木を植樹する運びとなりました。
使い慣れないクワや固い土に悪戦苦闘しながら一つ一つ丁
寧に植樹し、1 人 1 本、計 28 本を植えることができました。
商品開発は授業の一部ではありましたが、生徒たちにとっ
てこれから自分たちの道を歩んでゆくための力になったと思
います。シークヮーサーの成長とともに生徒たちもそれぞれ
の道に向かって成長してくれることを期待します！
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令和２年度 大宜味村児童生徒等県外派遣に関する補助金交付事業についてお知らせ
趣

比嘉康博先生（定年退職）
宮城政信先生（おおぎみこども園 園長）
玉寄正人先生（名護中）
山城成子先生（おおぎみこども園）
比嘉喬子先生（久辺中）
平良 望先生（おおぎみこども園 教諭）
金城健太先生（本部中）
平良さつき先生（おおぎみこども園）
亀里泰志先生（本部中）
教育委員会
石嶺 希先生（羽地中）
指導主事
宮城研治先生（屋我地中 教頭昇進）
仲栄真盛哲先生
学校教育係長 平良一樹さん（住民福祉課）
大城ちずる先生（嘉芸小）
学校教育
金城成人さん（建設環境課）
平良姿野先生
給食センター所長
島袋未来さん（住民福祉課）
前田琴美先生
給食センター所長代理 津波愛佳さん（総務課）
瑞慶山涼子先生（名護特支）
平良英勝さん

要する経費に対する補助金
対 象： ①大宜味村立の小学校及び中学校に在籍する児童生徒
②大宜味村内に住所を有する高校生
③大宜味村内に居住する者の子及び被扶養者で大宜味中学校を卒業し高校に就学中のもの
交付額：予算の範囲内において航空運賃に係る５割を交付する
申 請：出発日の１０日前までに申請書を提出
実績報告：到着日から１５日以内に実績報告書を提出
令和元年度実績
①派遣人数（22 名） ②助成額（326,582 円） ③大会数（全国：３大会の３名、九州 13 大会の 19 名）
お問合せ：大宜味村教育委員会

上間 享先生（久辺小）
我部喜歩子先生（羽地小）
平良政次先生（教育委員会）
清水寛詩先生（宜野座小）
金城秋奈先生（名護小）
宮城 綾先生（奥間小）
龍園隼人先生（白保中）

これまで大宜味村の教育・子どもたちのために、

図書室情報

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。

№８

2020 年（令和２年）４月

利用状況累計
〇登録者数…53 人
３月の統計（3/24 まで）
〇来室者数…327 人
〇来室者数…35 人
〇貸出冊数…491 冊
〇貸出冊数…63 冊
〇現在の蔵書数…4350 冊
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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

NEW

県立図書館の図書を貸し出しします。

５

４月図書室カレンダー 閉室日 ：

３

０９８０－４４－３００６（担当：前田）

大宜味村育英会では、村内に住所を有し、大学、短大、専門学校（高等専門学校含む）等に在学している者で、
経済的な理由により修学困難な学生を対象に、令和２年度資金貸付奨学生を次のとおり募集します。

アメリカでの新型コロナ感染拡大により、生徒への感染及び安全を第一に考え、今年度の海外短期
留学派遣は中止となりました。

月

旨：県外で開催される運動競技または文化活動における大会等へ、代表として参加する際の派遣に

令和２年度大宜味村育英会資金貸付募集のお知らせ

夏休み海外短期留学派遣中止のお知らせ

日
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村内小中学校・幼稚園・教育委員会

一般書 ( 読み物 )：２５０冊
郷土一般書：２００冊
えほんなど：５０さつ

異動者

退職者 / 図書情報

６
７
８

採用人員
３人程度
貸付金額
月額３０，０００円（県内・県外同額）
応募資格 （１）大宜味村に住所を有し、現在大学、短大、専門学校等に在学している者で、
経済的な理由で修学困難な者。
（２）学業優秀，志操堅固であること。
（３）家計上学資の支出が困難であること。
資金の貸付及び返還
（１）貸 付
①貸付は無利息で貸与されます。
②貸付期間は、令和２年４月から在学する学校の最短修業年限の終期までの期間。
（２）返 還
①償還金は、学資として貸与されるものですから、貸与終了後（卒業 , 辞退等）は、
かならず返還しなければなりません。償還金は直ちに奨学資金となり、後輩に貸与されます。
②償還は、卒業した翌月から起算し６月を経た月から償還するものとする。
③償還は、原則として貸付月額分を毎月返済するものとする。
提出書類 ①大宜味村育英会資金貸付申請書
②在学証明書 ( 令和２年４月１日以降に発行されたもの )
③住民票謄本 ④所得証明書 ( 同一生計者全員分 )
⑤その他必要な書類 ( 村育英会にお問い合わせ下さい。)
受付期間 令和２年４月１日 ( 水 ) ～４月 30 日 ( 木 ) 午前９時～午後５時 ( 土、日曜は除く )
提出先
大宜味村育英会 ( 大宜味村教育委員会内 )
〒905-1306 大宜味村字大宜味１番地
奨学生決定通知
貸与者の選考は、願書等の書類に基づき、村育英会役員会の審議を経て決定します。
(６月上旬に本人宛通知します。)
※詳細については教育委員会へ合わせ下さい。 ☎０９８０－４４－３００６

お知らせ

２

２０２０年 （令和２年） ４月１日

大教委通信 No.３０３

２０２０年 （令和２年） ４月１日

３月７日

３月 18 日（水）、大宜味幼稚園において
令和元年度大宜味幼稚園修了式が行われま
した。
大宜味幼稚園最後の修了生となった 24 名。
式の間もしっかりと話しを聞き、元気に歌
も歌いました。宮城園長先生は「みなさん
は幼稚園でたくさん遊んで学んで、あいさ
つとお返事がしっかりできるようになりま
した。お話もできるし、人のお話も聞くこ
とができます。給食ももりもり食べられる
ようになりました。先生たちは自信を持っ
てみんなを小学校に送り出せます」とエールを送りました。
小学校でもかがやきいっぱい、思いやりいっぱい、元気いっぱいで楽
しい毎日を過ごしてください。

３月 18 日

上地優空
宮城莉緒菜
宮城笠夢
濱元朱莉

平良梨央那
新城琉空
中村心美
田村将太

大宜味幼稚園修了式

髙橋直己
神里彩実
宮城莉杏奈
小谷穂一

稲福 花 平良 颯
宮城結徳 大城莉珠
金城宙矢 上地琴子
奥原來優 當山翔愛
男子 12 名、女子 12 名

大城ゆず
宮里歩侍
金城咲那
比嘉祐土
計 24 名

大教委通信 No.３０３

３月 19 日（木）、令和元年度
大宜味小学校卒業式が行われま
した。
最後の舞台を飾るべく堂々と
入場した卒業生。自分たちで
作った世界でたった１枚の卒業
証書を受け取った顔は誰も晴れ
晴れとしていて自信に満ち溢れていました。
これまで自分たちで考えて学校を盛り上げてくれた卒業生。頼も
しくて優しいお兄さん、お姉さんとのお別れに在校生たち寂しくて
たまらない様子でした。

幸野莉々巴
金城まひろ
大城愛羅
宮城敏伍
真喜志燿
島袋幸花音

知念珠里亜
松田 鈴
平良音雄
前原颯捺
真喜志侑
知花飛鳥

大宜味中学校卒業式

金城勇斗
宮城天音
崎山ひまり
上地 凉
平良琉翔
平良明日香
金城一美
照屋瑠音
我那覇丞祐
宮城妃奈野 大石洋平
宮城梨琉
山城絵磨
照屋希紗乃 金城篤紀
大嶺芹來 男子 10 名、女子 18 名 計 28 名

３月７日（土）、令和元年度大宜
味中学校卒業式が行われました。
仲間たちと離れる寂しさをにじ
ませながら入場してきた卒業生。
ノーチャイムやスーパー挨拶を
実践するなど大宜味中のリーダー
として、何事にも積極的に一生懸
命取り組むことで後輩たちを常に
リードしてくれました。
今年度は全校合唱で国頭地区の代表として全沖縄学校音楽発表会に
も出場し、全員で声を合わせるため奮闘し、後輩たちの手本になる背
中を見せてくれました。

３月 19 日
山上幸帆
宮城泰斗
奈良 樹
島袋晃匠
仲原琉愛

５

小生葉依音
平良妃彩
山本紋怜里
名嘉歩生
新垣希美

大宜味小学校卒業式
ﾘﾏ植田ﾌｨｵﾅｻﾗ 山川智瀬 前田琉夏
大城璃來
上原正遥 根森寿実
我那覇藍貴
宮城緩奈 幸山太輝
金城妃佑
照屋綾音 髙江洲奈緒
砂川 凜
宮城藤悟
男子 10 名、女子 15 名 計 25 名

大宜味幼稚園修了式・大宜味小・中卒業式

個性豊かなメンバーが集まり、
ぶつかり合いながらも団結力の
あった 40 期生。一人一人がそれ
ぞれ場で力を発揮してくれること
と思います。新天地での活躍を期
待しています。
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大宜味村の間切 ・ 村図の紹介１２
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村史編さんだより

１７世紀の古文書にも見られる古層の村渡野喜屋

第 108 号

2020 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

令和元年度第１回村史編さん委員会開催
「人と自然編」聞き取り調査全字終了 !!
令和元年度第１回編さん委員会が２月２７日（木）に行われました。当
日は朝から「人と自然編」の聞き取り調査があり、編さん委員会は異例の
１８時開催となりました。
この日は「人と自然編」の聞き取り調査の最終日となっており、江洲・
津波の調査終了後、ささやかな“打ち上げ会”を行い、村史嘱託で大宜味
手打ちそば倶楽部会員の新城喜代美さん手打ちの和そばや、宮城課長提供
のタナガー唐揚げ、チンブクダケいりちゃーなど、大宜味食材を使った料
▲終了記念写真♪（江洲）

理で委員の皆さんの労をねぎらいました。
平成３０年７月から各字３回ずつ、４８回にも及ぶ忍耐の要る調査に、

左

上

下

國頭郡大宜味間切渡野喜屋村全圖
６千分の１ 約 77×56ｃｍ
原名：佐場、白濱、赤崎、安潟地、田釜、半崎、洗田
國頭郡大宜味村字渡野喜屋全圖
６千分の１（一里一間）約 77×56ｃｍ
凡例有、道、水路、集落部、村境のみ彩色
國頭郡大宜味村字渡野喜屋
約７７×５６（※集落部拡大）
集落部のみ記され 505、506、507、527、529、530、531、
550、551、548、552、602、603、604、605、611、612、
613、614、615、609、610、608 の番号（地番？）と
宅地と記された 23 の区画

年度は聞き取りのテープ起こしや執筆作業が待っています。気持ちを引き
締めて頑張っていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。
その後に行われた編さん委員会議では、「言語編」「人と自然編」の進捗
状況報告に続き①令和２年度以降の編さん計画、②「人と自然編」の編集・
発刊スケジュールについて審議し、①計画通り進め状況を見て計画修正を
行うこと
▲終了記念写真♪（津波）

②執筆者の割り振り、印刷の仕様、令和２年度発刊などの決議

がなされました。

－先人の足跡を辿る－

『喜如嘉 197 人の物語』 発刊される

白浜はもとは渡野喜屋と呼ばれ、
『絵図郷村帳』
（1649 年）に「国

『喜如嘉１９２人の物語』が遂に発刊されました！

頭間切とのきや村」と見え「ユラヌウラ」のマク名がある古層の

多くの偉人を輩出している“喜如嘉”をふるさとにもつ人々の記録

村である。『山川元康ノート』（1967 年村史編さんのための各字調

として、古くは 1646 年生まれの百次大主（ムンナンウフス）からはじ

査資料）によると、「部落の発生は玉屋、上蔵根から始まったと

まり、特に活躍した人だけを取り上げるのではなく、海外や県外に移

され、島袋嘉

住した人、陰に陽にムラの発展を支えてきた市井の人々の物語も収録

る

平良保一

渡野喜屋殿内

嵩平良の子孫といはれ

されているのが特徴で、当初“100 人物語”として進めていたものが、

首里から東村へ経て白浜に来た」という記述がある。

どんどん増えて、遂には“197 人”となったと聞いています。

集落は塩屋湾に槍のように突き出た佐馬崎の付け根に密集して

この度、刊行委員会委員長の新里幸昭氏より、『喜如嘉１９２人の物

いる。集落背後の山はてっぺんまで段畑が連なり、山の裏側と半

語』３冊の寄贈をいただきました。新里氏は「編集作業を通して、こ

崎一帯は田んぼであったという。統計資料によると、明治１３

れまで知らなかった喜如嘉の人間風土（人情の豊かさ）を発見できて

（1880）年の渡野喜屋は戸数２０・人口７７、明治３６（1903）

よかった。本書を通して喜如嘉に新しい風を吹かせることができたよ

年は戸数２５・人口１２１、右図の２３戸と大差はなく、古から

７

ご協力いただきました村民の皆様にも、心からの感謝を申し上げます。来

うに思う」と喜びの言葉を語っていました。

小規模な村であったと思われるが、その領域は現在の江洲にまで

反響はとても大きく、喜如嘉公民館にて購入できます（3000 円）。

及ぶ広範に亘っている。白浜の小字である白浜と洗田の一部に、昭和３４（1959）年、１７番目の行政区（字）

喜如嘉出身でなくても「ふるさと」を思い懐かしい気持ちになったり、

として誕生した江洲の地番は、全て字白浜４４２番地であり、現在に至るまで地番の変更がなされておらず、
「字

先人の足跡を辿ることで生き方の参考となる学びの多い 1 冊となって

江洲」という地番はない。

います。図書室でも貸し出ししています。

村史編さんだより

村史編さんだより

貴重な本の寄贈、ありがとうございました！
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「しまふとぅば」ぬくとぅ
人間はウイルスに操られている？Ⅱ

51
うみがーみー

昨年末に中国で発生した新型コロナウイルスは、数カ月で世界中に広まり大変な混
乱事態になっています。科学が高度に発達した文明社会になっても、ウイルス等とのせめぎあい
に悪戦苦闘している人間社会です。同時に人間社会のもろさも露呈しました。マスク不足がその
象徴です。経済の仕組みも大きく揺らがされています。“医療崩壊”等という恐ろしい言葉も飛
び交っています。このような状況はある意味でまさに“人間はウイルスに操られている”状況に
みえます。
２０１８年５月号のあじまーに書いたことを思い出しました。「人間はウイルスにあやつられ
ている」です。そしてまたある本を思い出しました。「迷惑な進化―病気の遺伝子はどこから来
たのか」という本です。くどいようですが再度本の中の一節を紹介します。
「・・・風邪をひいたときに出るくしゃみはどうだろう？上気道の粘膜細胞にすでに入り込ん
でしまった風邪のウイルスは、くしゃみぐらいで追い出せるはずがない。この場合のくしゃみは
まったく別の意味をもつ。風邪のウイルスは人間のくしゃみ反射をどうすれば引き出せるかを学
習し、それを利用してウイルスをあなたの家族や同僚、友人たちに広めようとしているのだ。そう、
くしゃみは確かに症状だが、風邪をひいたときに出るくしゃみはあなたをまもるためではなく、
ウイルスの利益のための反応だ。僕たちは感染症にかかったときに出るさまざまな反応を症状だ
と思っているが、それは人間に取りついた細菌やウイルスが、次の宿主に乗り移るための手助け
をするよう宿主操作をした結果・・・」らしいです。どうですか？皆さんはウイルスにあやつら
れていることを実感出来ますか？
はめはめなーでーじ コロナウイルスや 目－しや見－らん うとぅらはむん

今月の生きもの

崖の上のヤギ : ウシ科
ハイサイ、ヤギです。野生動物ではありません。
今日は天気がいいので、ちょっとお散歩（脱走）です。
えっ、どこにいるかって？・・・崖です。
もしかして降りられなくて困っているって？
いえいえ、心配いりません。私たちは高い所が好き♪岩場
だって平気です。木にも登れます。飼われているため、なか
なかそんな姿を見せられなくて残念だけど…。登れたり降り
れたりできるのは、実は蹄のおかげ。簡単には見せませんが。
無理やり見ようとしないでね。怒って蹴っちゃうから…。

１日（水）区長会
おおぎみこども園開園式・入園式
２日（木）学校職員辞令交付式
４日（土）おおぎみこども園落成式典・祝賀会
７日（火）小・中 新任式・始業式
中学校入学式・県立高校入学式
８日（水）小学校入学式
16 日（木）鯉のぼり掲揚式・地区Ｐ定期総会
17 日（金）少年を守る日

18 日（土）野球地区ゆがふいん（中）25,26,29 日
おきなわ地域教育の日
19 日（日）家庭の日・ファミリー読書 ４月３日
22 日（水）授業参観・学級保護者会（小）
23 日（木）定例教育委員会議
インゲン豆の日
24 日（金）児童福祉週間パレード
25 日（土）バスケ地区春季大会 ～ 26 日（中）
テニス地区学年別個人 ～ 26 日（中）
29 日（水）昭和の日

新学期がきました。 新入生や新社会人だけでなくいろいろなものもことも動き始める季節です。 冬に溜めてきた力を一気
に解き放って花を咲かせたり、 新しい葉を出したりします。 このパワーでコロナも吹き飛ばせたらいいのになぁ。
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