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若手議員の意見が光る！

宮城琉一斗 議員

金城妃佑 議員

宮城心美 議員

照屋綾音 議員

宮城泰斗 議員

我那覇藍貴 議員

宮城はち 議長

令和３年度

大城璃來 議員

金城吏勇 議員

大宜味村子ども議会開催

11 月 26 日（金）、大宜味村議会場において令和３年度
大宜味村子ども議会が開催されました。
今回は大宜味中学校２，３年生の生徒会執行部 11 名が
議員として選出され、一昨年、昨年と議題に出している
「ローソン横十字路信号機設置について」の再確認と要望、
「公民館と学習施設として活用について」、「検定全額免除」
前田琉夏 議員
奈良樹 議員
など自分たちや後輩たちの学習に関する改善点、「災害時
停電時の発電について」など村民の暮らしにかかわることや「村の観光、村民ガイドについて」、
「農家の高齢化・跡継ぎ問題、特産品を増やせないか」といった観光や産業に関する質問や提案
などがあがりました。
議会を終え、２年生の我那覇藍貴くんは「議会では自分の意見をちゃんと主張できるかと、
質問力があるかが大事だとわかりました」、３年生の宮城心美さんは「村のことを決めるのはと
ても難しいと感じ、それを行っている議員のみなさんと対等な立場で行うという貴重な経験を
させていただきました」と感想を述べました。
議会の詳細については、後日発行される子ども議会だよりをご覧ください。

１

２０２２年 （令和４年） １月１日

大教委通信 No.３２４
すみれ組

たんぽぽ組

手あそび大好き♥

おおぎみこども園

かわいいカタツムリさん
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ゆうな組

一から作る世界でたった１つの卒業証書…

大宜味小６年生卒業証書作成

カッコいいウルトラマンたち

っ

ぴ

ょ

う
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い

12 月４日（土）、おおぎみこども園において令和３年度おおぎみこども園生活発表会が行われました。
たんぽぽ組はいつも園で行っているお返事や音楽に合わせて可愛く踊り、すみれ組は動物になったつもりで歩い
たり跳ねたり、ちゅーりっぷ組は大きな声で歌い、手あそびやウルトラマンになりきりました。幼児部のひまわり
組はオペレッタ「三匹ヤギのガラガラドン」を披露、音楽合わせて元気よく演じました。ゆうな組は進行も自分た
ちで行い、「カエルののどじまん」。そっくりカエルやふりカエルなど体で表現しました。でいご組は「浦島太郎」
の劇に挑戦。一人一人、自分のセリフを覚え大きな声で演じました。
様々なことができるようになった子どもたちの成長に応援に来た家族も喜び大きな拍手を送りました。

ひまわり組

大教委通信 No.３２４

ちゅーりっぷ組

元気いっぱい怪獣さん
お返事も踊りもステキ☆
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司会も上手♪

11 月 22 日（月）、24 日（水）～ 26 日（金）、大宜味小学校６年生が自分たちの卒業証書づくりを行いました。
新しい小学校になってから続く卒業証書作成。今年もバショウとシークヮーサーを使って紙漉きを漉
き、卒業証書の紙を作ります。
今年は染料となるシークヮーサーの枝葉も自分たちで採りにシークヮーサー畑へ。軽トラ２杯分の枝
葉を採りました。24 日からは本格的な卒業証書づくり。シークヮーサーで染料をとり、バショウで紙の
原料を作った後、シークヮーサーで染め、染められた原料を使って紙を漉きました。
紙が完全に乾いたら、湯呑みを使って紙を磨きます。最後まで丁寧な作業で仕上げ、ついに紙が完成
しました。
同じ工程なのに毎年、色や質に違いが出てくる卒業証書作成。その年の学年の個性が出てきます。今
回も上等な卒業証書ができました。

でいご組
きれいな音色のハンドベル

世界遺産のやんばる、夜の森を探検
かわいい小さいヤギ
怖～いトロルたち

ポーズもキマってかんガエル

おなかいっぱい食いしん坊ガエル

３

強いぜ！大きいヤギ

光る演技の太郎さん

冬のやんばるウオッチんぐ～

12 月 18 日（土）、大国林道において令和３年度ぶながやの里生涯学習講座「冬の
やんばるウオッチんぐ～ part２」が開催されました。
2021 年７月に世界遺産に登録されたやんばるの森。世界遺産登録の理由にもなっ
た生物の多様性を確認しにやんばるの森へ出発しました。
この日はとても寒く外の気温は 11℃。路上で餌待ちをしているハナサキガエルの姿も見れません。多
様性と言っておきながら、何も見せれないのではという不安もありましたが、リュウキュウアカガエル
の卵やオキナワイシカワガエルのオタマジャクシを始め、アカガエル（成体）、イシカワガエル（成体）、
ハナサキガエル、イボイモリが確認できました。岩陰や穴の中など寒さのせいかカエルたちもおこもり
気味。それでも冬を代表するやんばるの生きものたちに会え、楽しい観察会となりました。

クマノミさんのおもてなし♪

こども園生活発表会

大小卒業証書作成・生きもの観察会
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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 古我知爽空（塩屋）
① 勉強とお家の人のお手伝いをがんばりたいです
② 私の将来の夢はケーキ屋さんです

大教委通信 No.３２４

６年 嘉陽思珠那（喜如嘉）

６年 大嶺來那（津波）

① 中学校での勉強をがんばりたい
② 保育士

５年 髙澤和（塩屋）

① バスケをがんばりたい
② プロバスケット選手

６年 福地飛楽（喜如嘉）

① テストで 100 点取れるようにがんばりたいです
持久走１位になれるようにがんばりたいです
② デザイナーになりたいです

５年 与那城雄（津波）

① 野球
② 野球選手

① 漢字をきれいに書く
② 焼き物

５年 我那覇夢貴（塩屋）
５年 湧川陽菜（喜如嘉）

① 漢字検定７級をがんばる
② 野球選手

（１月～
貸出予定）

① いろいろな勉強・運動にチャレンジする！
② 看護師

ジューサンユーエー（十三祝）

① 持久走
② ひみつです

① ピアノの発表会・勉強
② 看護師

① 部活（テニス） 勉強
② ファッション雑誌の編集者 お花屋さん
ブックデザイナー

５年 玉元花芽（喜如嘉）

図書室情報
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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

★現在の蔵書数…6,３６３冊＋県立図書館の本 500 冊

１月図書室カレンダー 閉室日 ：
月

火

水

木

金

土

１
２
９

３

４

５

６

７

８

１０ １１ １２ １３ １４ １５

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２
２３ ２４
３０
３１

５

２５ ２６ ２７ ２８ ２９

来室の際は マスクの着用、手指の消毒、
できるだけ少人数でのご利用をお願いします。
体調の優れない方は来室を控えてください。

とさせていただきます。

寄贈図書紹介

今年度の県立図書館の本は

〇来室者数…のべ 66 人
〇貸出冊数…95 冊

貸 出 → 令和四年二月十日 木
( ま
)で
返却期限→令和四年二月二五日 金
( ま
)で

〇来室者数…のべ 1,408 人
〇貸出冊数…2,655 冊
〇登録者数…１０９人

（リクエスト） 図書紹介
12 月の統計（12/20 まで） (1 月中旬貸出予定 )

① 修学旅行・漢字
② 看護師・教師・医者

① 今年は勉強するようにする
② 警察官

５年 北條花怜（田嘉里）
① 勉強・海で泳ぐこと・プール
② ライフセーバー・ホテルの仕事

５年 比嘉琉彩（塩屋）
① よい子のあゆみ（成績）がすごい上がるようになりたいです
② まだ、 決めていないです

新着

利用状況累計

日

５年 宮城瑚羽（塩屋）

① 勉強をがんばりたいです
② ひみつです

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 2022 年の抱負と将来の夢を聞いてみました。

５年 上地笑子（塩屋）

① 持久走・勉強
② デザイナー

５年 金城杏奈（塩屋）

５年 前田琉邑（宮城）

５年 神里陽菜乃（上原）

５年 稲垣咲良（塩屋）

５年 大湾心晴（田嘉里）
① 勉強をがんばる ピアノの練習
② デザイナー

第 44 回

５年 瑞慶山紗来（塩屋）
① 持久走をがんばりたいです
② スポーツマンになりたいです

塩屋湾 一 周トリムマラソン大会 開催中止

のお知らせ

新型コロナ感染症の影響により、令和４年４月 17 日（日）に開催予定の第 44 回塩屋湾一周ト
リムマラソン大会の開催は中止とさせていただきます。
５年 宮城虎ノ介（塩屋）

５年 砂川凜空（塩屋）

大会の開催を楽しみにされていた皆様には大変申し訳ありませんが、何卒ご理解下さい
① 勉強・運動
① 野球
② 写真を撮る人
ますようお願い申し上げます。 ② ユーチューバー
次回の大会の参加を心よりお待ちしております。

今年も皆さまのご利用お待ちしております。

図書情報・村内ジュウサンユーエー児童・お知らせ
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旧正月とゥワークルシ（豚の屠殺）
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村史編さんだより

豚にはじまり豚に終わる沖縄の年中行事

豚にまつわる最大の行事は何と言っても旧正月のゥワークル

第 129 号

大宜味村村史編纂係４４－３００９

くなるとあちこちの家から「ガゥエーガゥエー」という豚の叫び
声が聞こえ、外した雨戸の上で解体される様子が記憶にあると思

年分を保存した。塩漬けされた豚肉をスーチカーと呼び、遠足や運動会、何かの
行事のときに少しずつ大切に食べたという。
大宜味村史に見る昔の正月風景

正月にはどこの家でも豚を潰した。一軒で丸々一頭の豚を潰せるのはウェーキ

ヤー（裕福な家）だけで、殆んどの家が半分から四分の一ずつ分けるという状態であったが、一年で最大の

新玉の年に

ミミチブ（耳壺）

翌早朝から屠殺解体を行う。肉は甕にマースヂキ（塩漬け）で一

炭と昆布飾てぃ

ル（豚小屋）から豚を引きずり出して足を結束し一晩排泄させ、

（新しい年に 炭と昆布を飾って

明治以降は一般に行われていたようだ。旧正月三日前にゥワーフー

心から姿まで若くなったようだ）

正月のゥワークルシーが何時の時代に始まったか定かでないが、

心から姿若くなゆさ

う。

旧年中は多くのご協力を賜り
ありがとうございました
本年もよろしくお願いいたします

屠殺風景

シーである。村内でも、1960 年代生まれの方までは、旧正月が近

2022 年 1 月 1 日

ご馳走をいただく希望で、ムラ中が浮足立った。ショーグヮチワーの重さを計る「ワーハキ（豚かけ）」のと

きは、ムラ中の人が押し寄せ見物に回った。また、豚を潰した時に出る切れはしやくず肉、骨、内臓等をシンメー
鍋で炊いたシルワカシーは、その場にいる誰にでもふるまわれ、それをいただくのも最高の楽しみであった

沖縄県地域誌協議会研修会

という。

ショーグヮチワーは肉は塩漬けにして甕に保存し、脂の多い肉を小さく刻み炒めて取ったワーアンダ（豚脂）

リモートで参加しました！

も、ミミチブ（耳壺）に保存し大切に使った。それでも、豚一頭を四分の一に分ける事しかできない家では

石灰岩でできたゥワ

一年は保たず、あとはワーアンダで野菜を炒めたりみそ汁に浮かべたりし
て最後まで大切にいただいた。また、ワーアンダは身だしなみとして髪に
付けたり、傷や火傷等の塗り薬としても利用された。（民俗編・屋古）
記録に残る沖縄と豚

『大島筆記』（1768 年著者不詳）に面白い記述がある。乾隆 27（1762）年、
約令により養豚が制限されたことへの抗議だという。五公五民・四公六民

とも言われた重税に追われる百姓の暮らしで、年に数回、特別なご馳走である豚肉料理が食べられなくなる
ことが、これほど大きな義憤に発展したということだ。
頭に子豚を載せて運ぶ女性（琉球風俗絵図）

明治 26（1893）年、来沖したバジル・ホール・チェンバレンは、『王
堂チェンバレンーその琉球研究の記録―』（チェンバレン著 ; 山口

栄鉄編訳 1976 年）「恐らく琉球で一番滑稽な光景と言えば、頭上に
子豚を載せ市場へと向かう婦人の姿であろう。藁を平盤に丸め豚を

フール（豚舎）
—

12 間切の百姓約五千人が野良仕事に出ない。その理由を質すと、王府の倹

2021 年度 第 2 回研修会が 12 ／ 3（金）開催されました。新型コロナウイルス感染症の
拡大防止の観点から、総会を兼ねた第１回研修会は、総会は書面承認で行い研修会は中止、第
２回となる今回は初めてのリモートでの開催となりました。研修会は来年の復帰 50 周年を見
据えた“日本復帰 50 年目前、沖縄の戦後・現代を見つめるために”というテーマのもと、下記の通り講演と４つの報
告が行われました。
講演①沖縄の戦後と復帰（鳥山淳：琉球大学）／報告①企画展『“民主主義のショーウィンドー”アメリカ統治の光と影』
について（沖縄県公文書館）「光」は USCAR の経済・医療・衛生等活動の写真や映像、「影」は基地の弊害と住民の
反発等、沖縄の社会にもたらしたものを振り返る※企画展を 1/16（日）まで開催／報告②宜野湾市の戦後・現代史を
紡ぐために—歴史公文書等整理・活用事業をとおして—（宜野湾市史）総務課より廃棄対象となる公文書を引き取りデー
タ入力・リスト化・デジタル化・公文書の修復・保管処理・公開に向け必要に応じて個人情報のマスキング処理を行う。
今後の市史編さんにも活用。課題として近年の公文書の扱い、保管場所の確保等／報告③読谷村史編集室データベース
『沖縄戦後・教育史復帰関連資料』・『同（写真）』について（読谷村史）一括交付金を活用し写真や文書等の資料をデー

当てがいしっかり縛り付けるが、その足は縦に突き出ているのであ

タ化、HP で一部公開している (https://yomitan-sonsi.jp)。データベースは村史編集室、

動物にその足を使って歩かせることを明らかに嫌う琉球の人達は、

縄文化研究所と中野好夫記念文庫—（法政大学沖縄文化研究所）／市ヶ谷キャンパ

人がその間に吊るして運ぶ。肥って重量のある豚にとって極めて不

所蔵資料の紹介、現物資料とデジタル資料の永年保存の問題、保存スペースの限界

たかも豚が泳ぎの訓練でもしているかのように見える。

図書室とリンクしており活用している／報告④沖縄を知るための場所—法政大学沖

充分成長した豚や山羊は追い立てる代わりにその足を結び、男達二

ス内（東京都千代田区）にある“法政大学沖縄文化研究所”の成り立ちや刊行物・

快であることは、犠牲者の叫び声が証明している。本土に於ては稀

について、などの報告がされました。

にしか見当たらない豚は、琉球では至って手近に見える。中国同様、

大宜味村でも近代の公文書や写真・映像等の貴重な資料が多数あり、今後も蓄積

豚はこの地でも富める者には珍味となり、貧しい物には収入減と

されていくと思うので、村史編さん事業での活用以外にも、将来有効に活用できる

なって極めて珍重される食品であり、琉球は恐らく、豚が珊瑚でで

ような仕組みを考えていかなければならないと感じました。他の市町村の取り組み

きた豚舎に飼われている世界唯一の国であろう…」
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村史編さんだより

を知ることができて、大変勉強になりました。

村史編さんだより

６

２０２２年 （令和４年） １月１日
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「しまふとぅば」ぬくとぅ
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２０２２年、やまとぅ世や令和４年寅年なとぅいしが、いいしょうぐゎち んけーそー
ちゃがやーをー。うぬにさんにんや 「コロナ」でぃいゅーぬ やっけーむんがやまきら
ちういしが ふたびやなー「コロナ」がねんないげーし 「コロナ対策」うみきちはまてぃ
いかやーをー。えっしが ふずーからやまた「オミクロン」でぃいゆーぬ ゆくんいふー
な「株」ん んじてぃから またまたゆぬなか さわがちゅいしが うりんまた いかー
しないがすーらやー。 ふたびや 寅どぅしえっとぅ 寅が「コロナ株」むるうちくゎー
れーしむしがやー。
「トラ トラ トラ」？きちゃぬうぶいぬあいしが・・・？。
ふずーやまた やんばるぬ山々が「世界自然遺産」登録んさってぃ いいはなしんあ
いやすーたしが わんがかんげーしや 「世界自然遺産登録」ぬあとぅがる しわえーる。
なまえってぃん やまぬするーが みじらはいぬ草花 ぬすりいじゅんでぃうむいしが
「世界自然遺産登録」ぬあとぅや やまぬするーが ゆくんうふくなんりかんげーとぅ
うまりかーが問題えっさやーをー。むるしーじんぶんんじゃち ぬすまらんぐとぅさ
んれーならんでぃ うむいしが ぬするーがるじんぶんやかっちゅいとぅやー。
『 ふたび寅どぅしや コロナ過んうわてぃ むとぅぬ暮らしがた 戻るうりしゃ 』
『 やんばるぬ山や 世界自然遺産 ぬちぬちぬ世までぃ 残すちとぅみ 』

今月の生きもの

クロツラヘラサギ：トキ科
こんにちは、私クロツラヘラサギです。
名前が示す通り、ヘラ状のくちばしと黒い顔が特徴の鳥。名
前はサギですが、実はトキの仲間。朝鮮半島の北部や中国東部、
ロシア南東部で繁殖し冬になると沖縄中南部の干潟に来ること
があるのだけれど、今回は国頭に来てみたの。ここは静かだし
ライバルもいなくてのんびりできるからしばらく居ついちゃう
かも。
ちょっと寒いけど、やんばるって過ごしやすいわ～。

１日（土）元日
４日（火）官公庁仕事始め 大宜味村成人式
５日（水）区長会
１月５日
６日（木）３学期始業式
７日（金）国頭地区消防出初式
８日（土）（中）地区新人相撲大会 イチゴの日
９日（日）（中）地区１年生野球大会 ～ 10 日

10 日（月）成人の日
14 日（金）（小）授業参観 親子ふれあい給食
15 日（土）第 30 回大宜味村産業まつり ～ 16 日
22 日（土）わんぱく体験団
27 日（木）定例教育委員会議
28 日（金）（小）児童会役員選挙

明けましておめでとうございます。 昨年はコロナのせいで帰省できませんでしたが、 今年は２年ぶりに実家に帰りました。
内地の冬は空気が冷たくて、 冷たくて…。 沖縄の湿気が恋しくなりました。 今年もよろしくお願いします。

８

