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情報交差点・心と心の交わり

あじま～
令和２年度世界自然遺産普及啓発事業

大宜味村教育委員会
電話４４－３００６
FAX ４４ー３０２０

「やんばる・西表島図画コンクール」沖縄県知事賞受賞
大宜味小３年 大湾光さん

光さんの絵が描かれた
JTA、RAC の飛行機が就航
３月 20 日（土）、那覇空港にて令和２年度世界自然遺産普及啓発事業 やんばる・西表島 図画
コンクール表彰式が行われ、沖縄県知事賞を受賞した大宜味小３年生の大湾光さんが表彰されま
した。また、表彰式とともに行われたラッピングお披露目式及びトークセッションでは光さんを
始め、コンクールで入賞した世界遺産の推薦地域（国頭村、大宜味村、東村、竹富町）の小中学
生 12 名の作品が描かれた航空機が登場。会場が沸き上がりました。
授賞式で光さんは「今日のお披露目式を楽しみにしていました。とてもわくわくしています。
奇跡の森やんばると日本最後の秘境西表島の世界自然遺産登録を願っています」と喜びを伝えま
した。
光さんたちの絵は日本トランスオーシャン航空（JTA）飛行機（737-800 型機）と琉球エアコミュー
ター（RAC）１機に描かれており、RAC 機は３月 20 日、JAT 機は３月 21 日から就航しています。
就航期間はそれぞれ１年間を予定。また、沖縄モノレールにもラッピングされ半年間走ります。
光さんの描いた絵を県内外の方たちが目にし、やんばるや西表の自然について知ってくれるこ
とでしょう。光さん、おめでとうございます！
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連続開催！軽スポーツ講習会
会が開催されました。
14 日（日）は、大宜味村テニポン同好会代表の倉持有希さんを講師に招き、
テニスとピンポン（卓球）を合わせたニュースポーツ、テニポンを体験して頂き
ました。
テニポンの説明や打ち方・サーブの練習後、試合を行いました。得点が決ま
ると歓声が上がったりと楽しい雰囲気で、気持ちいい汗を流しました。
21 日（日）は、おおぎみまるごとツーリズム協会の宮城健隆氏を講師に、
２本のポールを使って歩くノルディックウォーキングを体験して頂きました。
大保ダム周辺の植物や野鳥を見ながら、大宜味の自然に癒され、楽しくウォー
キングをしました。
コロナ渦の中ですが、感染症対策を取りながら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。健康増進や体力づくりのきっかけとして、皆さんの参加をお待ちしています。

夏休み海外短期留学派遣中止のお知らせ
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。

第２回
≪審議事項≫
議案第２号
※

教育委員会議

会議で決定した事項をお知らせします。

令和３年２月２２日（月）午後１時３０分

県費職員管理職移動の内申について

開催

≪原案可決≫

大宜味中学校の管理職員の人事異動の内示があり教育委員会議において決定をした。

図書室情報

№20

2021 年（令和３年）４月

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

利用状況累計
〇来室者数…のべ９３０人
〇貸出冊数…1,802 冊
〇登録者数…９１人

３月の統計（3/26 まで）
〇来室者数…のべ５７人
〇貸出冊数…１０７冊

県立図書館の本が
届きました！！ NEW
NEW

★現在の蔵書数…５,８１８冊＋県立図書館の本 500 冊

４月図書室カレンダー 閉室日 ：
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中学生のアイデアで生まれた万能調味料「いぎみだし」ついに発売！

令和３年３月 14 日（日）・21 日（日）に村教育委員会主催の軽スポーツ講習

～教育委員会 会議だより～

２０２１年 （令和３年） ４月１日

一般書･えほん･ビジネス書･健康･介護･特別支援の本があります。
※来室の際は、マスクの着用、手指の消毒にご協力ください。

軽スポーツ講習会・お知らせ・教育委員会議だより・図書室情報

２月 22 日（月）に開催された道の駅おおぎみ
やんばるの森ビジターセンター開業一周年記念式
典において、大宜味中学校２年生が商品開発した
「いぎみだし」がお披露目され、生徒たちが発売
を発表しました。
総合の時間を使い大宜味村の特産物を活用した
特産品開発に取り組んだ生徒たち。
生徒たちのアイデアでシークヮーサーを使った
「だし」を作ること決まってから、コープおきなわ、
有限会社北琉興産、総合包装株式会社とともに約
半年をかけて、味や容器、ラベルのデザインなどを考え、できあがった商品です。開発中に意見がぶつ
かり合うこともありましたが、みんなで話し合い、納得のいくものに仕上げました。
式典では生徒を代表して宮城はちさんが「いぎみだしは１年中使える商品となっています。夏はそば
やそうめんに、冬は鍋のだしに使えるのでぜひ活用してほしい」と話し、司会のアイモコの愛郎さんか
らいぎみだしは何に合わせるとおいしいかと聞かれると「うどん」、「そうめん」、「ロールキャベツ」と
生徒たちからアイデアが出ました。
いぎみだしは１本 400 ㎖で税抜き 580 円、やんばるの森ビジターセンター
とうるま市にあるうるマルシェ、コープオキナワのカタログ販売で購入する
ことができます。
瓶に書いてあるＱＲコードを読み取れば、大宜味村農山漁村生活研究会考
案のレシピも確認できます。幅広い料理に活用できる万能調味料です。ぜひ
お試しください。

辺士名高校２年宮里一凜くん、ウエイトリフティングで全国大会出場
１月 15 日～ 17 日に大分県で開催された令和２年度第 29 回全九州高
等学校ウエイトリフティング競技選抜大会男子＋102ｋｇ級で辺士名高
校２年の宮里一凜（あむり）くんが見事２位に輝き、選考の結果、見事
令和２年度第 36 回全国高等学校ウエイトリフティング競技大会（３月
26 日～ 28 日、石川県金沢市総合体育館）への出場を決めました。
午後５時、ウエイトリフティング部の練習場に徐々に集まる部員たち。
少し遅れてきた一凜くんは淡々と準備をし、黙々と練習を始めました。
コーチを務める金城信和さん（国頭村）に見初められ、ウエイトリフ
ティングに入部した一凜くん。ウエイトリフティングを始めたのは高校生になってからと言います。
この日はシャフトを担ぎながらのスクワットをするなど２～３種類の練習メニューをこなしました。
「ウエイトリフティングは自分で考えて重いものを持ち上げることが楽しい。大変なところはない」と話
す一凜くん。全国大会について聞くと「楽しみたい」と笑顔
で応えてくれました。
九州大会では１年生の玉城帆波さんも女子 55ｋｇ級で４
位という好成績を収めました。一凜くん、帆波さんの活躍に
刺激を受け、ほかの部員たちも次は自分たちも九州大会に出
場すると意気込み練習に励んでいます。辺士名高校生のさら
なる活躍に期待しています！

いぎみだし販売開始・辺士名高校ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ部全国大会出場
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３月 18 日おおぎみこども園修了式

平良莉琉
平良謙真
髙良 圭
宮城春杜

照屋彩里愛
宮城めい咲
真栄田愛心

２０２１年 （令和３年） ４月１日

３月６日大宜味中学校卒業式

３月 19 日大宜味小学校卒業式

山城もも子 渡嘉敷花 吉濱心衣菜
宮城飛友磨 宮城丹那 眞境名由圭
真喜志美音 比嘉蝶朱 新城琉桜
男子６名 女子 10 名 計 16 名

山口愛紗
中井慶次郎
吉本心菜
川上 鍬
髙江洲千歌
平良規一

渡嘉敷空
福地楽偉門
宮城颯人
髙澤杏音
瑞慶山時来
高山莉生

花田琉空 平良栄棋
山川瀬奈
崎山 陽 藤田大洋
平良菜海
髙良 心 宮城 松
我部喜歩子
前田明志 幸山ひなの 大城真乃
島袋恭輔 大石明翔
金城翼希
新垣友愛
男子 18 名 女子 11 名 計 29 名

照屋舜人
大城優音
山城果林ｱﾘｽ
新垣飛龍

３月 18 日（水）、令和２年度修了式が行われました。
３月 19 日（金）、令和２年度大宜味小学校卒業式が行われました。
こども園１期生となる 16 名。しっかりと前を向きしゃんとした姿勢で
わんぱくたちが多く、元気あふれるクラスだった今年度の卒業生。ケンカも
お話を聞く姿は誇らしく、園生活で立派に成長したことを表していました。
しましたが、仲間たちとの絆を深め、後輩たちを引っ張っていく頼もしい存在
宮城政信園長先生は「進んであいさつができ、みんなで活動するときの
に成長しました。
聞く態度も良く、人前で恥ずかしがらずに話せるようになりました。外遊
門出の言葉では卒業生全員で在校生、先生方、家族、大宜味小に感謝を伝え、
びではできるようになるまで頑張っていました。この１年間のみんなの頑
「仲間とともに一歩踏み出します」と決意の気持ちを表しました。
張りを見て、立派な１年生として自信を持って送りだすことができます」
中学校でも一人一人が力を発揮し勉強や
とエールを送りました。最後は園のみんなで花道を作り修了生を送り出し
部活励んでくれることを期待します。
ました。

◆ 村内小中学校・こども園・教育委員会
大宜味小
永野正也先生（東中）
１年担任
名城 潤先生（本部中）
２年担任
伊藝清美先生（久志中（緑風学園））きらめき
古蔵一平先生
養護教諭
栄養職員
教育委員会
図書司書
学校教育係長 平良一樹さん（企画観光課）

異動者

大宜味中
教頭
教務主任
教諭
学習支援員

学校教育
給食センター
調理補助員

５

宮城

翔さん（建設環境課）

平良高章さん

退職者 ◆

久高こずえ先生（漢那小）
湧川桃菜先生 （久志小（緑風学園））
宮城 如先生 （伊江中）
仲里あやの先生（屋部小）
松田香織先生 （国頭村給食センター）
山城加奈子先生

こども園
主観保育教諭

新城真奈美先生（退職）

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。

大宜味小学校・中学校入学式
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こども園入園式

平良真聖
石垣希里斗
宮本大雅
島袋楓麿

川村 波
玉城清菜
真栄田楓夏

安里満帆 上原 蓬 崎山ひなた
川上 鈴 島袋愛埜 島袋鈴菜
仲原望愛 玉城結衣 高江洲愛
男子７名 女子 13 名 計 20 名

３月６日（土）、令和２年度大宜味中学校卒業式が行われました。
泣きそうになりながらも笑顔で入場した卒業生。そこにはどんな時も笑顔
を絶やさないいつものクラスがありました。
安里満帆さんは「後輩、家族、先生方、たくさんの人たちに支えられ見守っ
てもらった。私たちに関わってくれたすべての方々に心から感謝したい。こ
の１年はコロナウイルスの影響で特別な１年になったけど、当たり前の毎日
や命のありがたさに気づくことができ、１日１日を大切に生きようと思えた。
この時代に生まれて、この仲間と最高
な時間を過ごせたことを誇り、自分に
自信を持って未来に進んでいきます」
と答辞を述べました。
何事にも懸命に取り組み、仲間と協
力することの大切さを後輩たちに教え
てくれた３年生。その想いを後輩たち
も引き継いでくれるでしょう。新天地
でのみなさんのさらなる活躍を期待し
ています。

長年の活動に感謝を評して…

国頭地区 PTA 連合会より表彰

３月６日（土）、国頭地区 PTA 連合会より平良一樹さん、上原幸彦
さん、安里順さんに表彰状が贈られました。
３名は統合前から PTA 役員を務めるだけでなく、長期にわたり様々
な場面で大宜味村の子どもたちの教育活動に貢献してくれました。
３名の尽力に感謝するとともに、これからも大宜味村の子どもた
ちを見守っていただければと思います。ありがとうございました！

村内小中学校・教育委員会

異動者

退職者

PTA 功労者表彰
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村史編さんだより
第 120 号

！

家族写真（津波）

押川

裏側から見た事務所と炊事場（1985 年）

大宜味村村史編纂係４４－３００９

い
かし

古い写真を探しています♪

『大宜味村史

写真集』発刊にむけて、古い写真を集めています！どこのご家庭にも押し入れの奥に眠っ

懐
ふじ本文具店（津波）

2021 年 4 月 1 日

ている古いアルバムがあると思います。村史職員がお手伝いいたしますので、この機会にご家庭の歴史を
整理し振り返ってみませんか。
お借りした写真やアルバムは、傷付けることなくデータを取らせていただいた後、ご希望があればラミ
ネート加工をしてお返しいたします。
村民皆様のお力添えで、内容豊かな写真集にできればと願っておりますので、ご理解、ご協力をよろし
くお願いします。
募 集 期 間：

～令和４年３月末日

内 容：大宜味村の戦前・戦後から本土復帰頃までの風景や行事、家族写真などなど、
江洲（1963 年「沖縄戦後史」より）

個人的なものでも構わないので、皆さんのご家庭に眠っている古い写真をお貸しください。
津波

家族写真（饒波）

津波

これまでに見つかった写真

喜如嘉（改善センターができる前）

大兼久浜

こんな写真があったらいいな～
田嘉里のウスデーク（1985 年頃）

根路銘の神人

田嘉里の豊年踊り（昭和 15 年）

ソテツの葉で飾られた門（田嘉里）

アサギ幼稚園（津波）
左：白浜の裏側か？
右：白浜の子供たち

『OKINAWA Isle of Smiles （ほほえみの島 ・ 沖縄）』 1951 年ウイリアム ・ E ・ ジェンキンスより

７

村史編さんだより

村史編さんだより
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「しまふとぅば」ぬくとぅ

63

やましし
うみがーみー
野生生物の「生きる力」「必死」の凄さを改めて目の当たりにした。
やんばる地域での農業は「やましし」との闘いでもあった。歴史的にみると 1605 年に野国
総官によって甘藷（サツマイモとも言う）が中国からもたらされ、普及することにより人々
の生活はそれ以前に比べかなり良くなったことと思われる。同時に甘藷は「やましし」の大
好物にもなった。人々はしばらくして「やましし」の被害から農作物を守るため山と畑の境
界沿いに高さ四尺～七尺（1.2m~2.1m）の猪垣を設けた。大宜味村の山中には 300 年程前に築
かれたと思われる猪垣がまだ多く残っていて当時の人々の苦労が偲ばれる。近年は猪垣が管
理されなくなって崩れたりしている。更に山地開発によって猪垣が潰されたりして、「やまし
し」はやんばるに於いては現在も農家を悩ませる存在である。
最近「やましし」から農作物の被害を受けないように、行政の補助により畑の周りをワイヤー
メッシュ（金網）で囲う事業を実施中である。私所有の畑約 3000 坪を若い農家に貸していて、
その畑は 15 センチ網目のワイヤーメッシュで囲まれているので「やましし」の被害はない！
と楽観していたが被害が出始めている。15 センチ網目のワイヤーメッシュで被害が防げる、
と考えたのは人間の勝手で浅はかな思いであった。小～中程度の「やましし」が 15 センチ網
目から出入りして畑の作物を食い荒らしていたのである。ある日のこと、囲いの中にいるの
を私に見つかった成熟前の「やましし」は、15 センチ網目に何とか首を突っ込み、もがきな
がらも数十秒後には網目から逃げて行ったのである。あと一例は、網の下を頑丈な鼻と前足
で少しばかりの穴を掘り、体を横にしつつ、かなりもがきながらも逃げて行った。まさに“必
死”という表現がピッタリの行動であった。逃げた跡の穴は、あの大きさの「やましし」が
潜り抜けたとはとても想像もできない小さな穴であった。網から穴の底の深さは 15 センチも
なかった。
「やましし」という身近な野生生物の「生きる力」「必死」さを目の当たりにしたとき、人
間社会でよく使われる「生きる力」
「必死」という言葉の使い方、重みについて再考させられた。

クラブハウスのトレーニング機器を使って体を鍛えてみませんか？
場所：旧大宜味小学校グラウンド内
大宜味村民の方なら利用可能です。
ご利用するにあたって、事前申請が必要になります。
新型コロナウイルス感染症対策のため、
１回のご利用は２名までとなっております。
その他、お気軽にお問合せ下さい ( 社会体育担当：森田 )
※今月の生きものはお休みします

１日（木）区長会
（園）入園式・進級式・始業式
２日（金）学校職員辞令交付式
６日（火）春の交通安全出発式
７日（水）新任式・始業式（小・中）
（中）入学式 県立高校入学式
８日（木）（小）入学式
14 日（水）（中）学級保護者会
16 日（金）鯉のぼり掲揚式

来月号をお楽しみに…

17 日（土）（中）野球地区ゆがふいん ～ 25・29 日
21 日（水）（小）授業参観・保護者会
４月４日
地区 PTA 定期総会
22 日（木）定例教育委員会議
あんぱんの日
23 日（金）児童福祉週間パレード
24 日（土）（中）バスケ地区春季大会 ～ 25 日
（中）ｿﾌﾄﾃﾆｽ地区学年別個人大会 ～ 25 日
28 日（水）（小）春の遠足
29 日（木）昭和の日

「春眠暁を覚えず」 …春の夜は短くて、 寝心地も良いので夜が明けたのも知らず眠り込んでなかなか目が覚めない、 とい
う意味だそうですが、 春のせいだけでしょうか？ 春夏秋冬いつだって眠い。 朝昼晩いつでも眠い。

８

