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第7回全国公民館報コンクール最優秀賞！
　　　国公民館連合会が主催する「第7回全国公民館報コンクール」において、若狭公民館の広報誌『広報わかさ』が全
　　　国から応募のあった161件の中から、最優秀賞を受賞しました。同コンクールは、公民館の広報活動向上のために
「全国公民館インターネット活用コンクール」と交互に隔年で開催しています。『広報わかさ』は、第3回コンクール（平成
22年度）で優秀賞、第6回コンクール（平成28年度）で優良賞を受賞しており、3回目の応募となった今回は、初めて最
優秀賞を受賞しました。尚、インターネット活用コンクールでは、前進のホームページコンクールから数えると4回最優秀
賞を受賞しており、インターネット活用コンクールと館報コンクールの二部門制覇は全国でも初の快挙となります。
全国公民館連合会によると『広報わかさ』は、①デザインがとても明るく見やすい ②三つ折両面刷りの紙面を有効活用
できている ③広告収入で発行経費をまかなっている ④ホームページ等他の広報媒体との差別化ができており、広報誌
のねらいと役割が良く練られている、という点が評価されたということです。
コンクール最優秀賞受賞後に発行する今回の広報わかさは、記念すべき100号となります。そこで、今号は『広報わかさ』
特集として、紙面を通常の倍となる12ページ構成でお届けします。

全



広報わかさ

全国公民館報コンクール
最優秀賞！

2 3

「広報わかさ」
配布先

発行部数
13,000部

那覇市公民館・図書館（各7館）・・・・  200部
部003   ・・・・・ 会員委育教び及所役市覇那
部002  ・・・・・・・・・・・・・・・・・  等所育保隣近

新聞販売店（10店舗）・・・・・・・・・・   6300部
小学校６校・中学校２校・・・・・・・・  3400部
近隣施設（児童館・老人憩いの家）・  100部

部0001  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  等力協業企
若狭公民館・その他・保管用・・・・・  1500部

デザインの変遷
「広報わかさ」今・昔

このたび全国公民館報コンクールで最優秀賞を受賞した現在の『広
報わかさ』は、今年度リニューアルしました。これまでのA4サイズ4ペ
ージから２ページ増やして６ページにすることで内容の充実を図っ
ています。Z折りにして、トップページから公民館の取り組み紹介に
繋がるようにデザインしているのも特徴です。また、写真やイラスト
を活用することで、公民館で行なっている多様な取り組みの魅力を
伝えられるように工夫しています。「知って得する暮らしの技」コーナ

　第1号発行から

今まで、その時々の

状況に応じてデザインも

変化しているのがわかり

ますね。記事の内容から

も時代性を感じます。

トップページ
公民館で取り組ん
でいる特徴的な事
業を写真を有効に
使って紹介。

知って得する
暮らしの技
公民館で得た防災
や料理に関する情
報を掲載。

サークル紹介
公民館で活動する
サークルを紹介。メ
ンバー募集や発表
会の案内などを掲
載。

ーで、公民館事業等で得た生活に役立てることができる防災情報や
お料理レシピを掲載しているほか、地域情報の発信、共有を目的と
したコーナー「地域の広場」では、地域の魅力的な人・出来事・歴史
等を紹介しています。なかなか公民館に足を運ぶことができないと
いう方にも、『広報わかさ』を通じて若狭公民館の取り組みや地域情
報に触れていただき、興味関心を持っていただきたいという願いを
もって作成、発行しています。

パーラー公民館
日誌
特徴的な事業「パ
ーラー公民館」の取
り組み紹介コーナ
ー。黒板テーブルに
ちなんで黒板風デ
ザインに。

講座・事業の
報告と案内 中面見開きは、公民館の取り組みを紹介。

公民館講座の報告と参加者募集案内などを掲載している。

掲示板
紙面掲載できなか
った地域情報やお
知らせなどを掲示
板に掲載。

基礎情報
公民館施設案内や
アクセスなどの基
礎情報を固定で掲
載。

地域で行われてい
る多様な取り組み
や出来事を紹介。
各団体・機関から
の情報提供や職員
の取材で構成。

地域ニュース

地域で活動する魅力
的な人物を紹介する
コーナー。

まちの宝

地域を知る
この一枚
一枚の写真で、地
域の歴史や文化、
魅力スポットを紹
介するコーナー。

地域の方からの声。
周知したいことなど
を紹介。

まちの声

職員が日々感じて
いることなどのコラ
ム。コラムと編集後
記では、職員の顔が
見えるようにし、親
近感を持ってもらう
ことがねらい。

職員コラム

「広報わかさ」紙面構成

ウェブサイトで好評を得
ているイラストをエピソ
ード等を交えて紹介。

児童館の事業や図書館のオスス
メ本を紹介するコーナー。近隣施
設と連携し、情報提供している。

近隣施設情報
琉球新報 松山・那覇西販売店、西センター販売店、安謝販売店
沖縄タイムス 若狭第1販売店、若狭第2販売店、松山販売店、久米販売店、
 前島三丁目販売店、曙町販売店、安謝販売店

配布協力新聞販売店

①1号～24号（1992.11～1997.3） ②25号～28号（1997.4～1998.3） ③29号～52号（1998.9～2006.3） ④53号～67号（2006.4～2010.3）

⑤68号～72号（2010.4～2011.3） ⑥73号～79号（2012.1～2014.4） ⑦80号～95号（2015.4～2018.3） ⑧96号～（2018.4～）

若狭公民館の取り組みに賛同、応援
してくださる企業の広告を掲載。

協賛広告イラスト紹介

①「広報わかさ」は、若狭公民館が開館した1992年に第1号を発行しています。この頃は、
B4サイズ２ページでした。若狭地域の歴史や文化を掘り下げる充実した内容の記事が多く
あります。デザイン・レイアウトは、印刷会社に任せていたようです。②からは、A4サイズ4
ページに変わります。単色印刷ですが、号ごとに色を変えており、写真を大きく掲載し、記
事はシンプルなのが特徴です。③からは、公民館職員がデザインを行うようになります。厚
手の色用紙を使用するなどの工夫が見られます。④⑤は、用紙を再生紙に変え、那覇市の
印刷室を活用するなど経費を抑えることで発行部数を増やしています。近隣小中学校への
配布や新聞販売店に配布協力を依頼するなど、より多くの方に読んでいただけるようにな
りました。⑥は、２色印刷です。地域の史跡等を紹介する固定コーナーを設けました。⑦か
らは、カラー印刷にしました。印刷経費を捻出するために協賛広告を募集すると同時に、
発行部数も増やし、配布する学校の範囲も広げました。⑧が、現在の「広報わかさ」です。
ページ数を２ページ増の６ページにし、紙面の充実を図っています。また、協力
いただく販売店も増え、13000部を隔月で年6回発行しています。

　次のページでは、
職員が選ぶオススメ
の過去記事を紹介

します！
いつも
ありがとうございます！



広報わかさ

　ここできりとられている日常の、

なんと平和であたたかなこと。

ありふれた日々を、ぎゅっと抱きしめた

　　くなる一文です。

　　１年目に取材した臨海寺。

　突然の訪問にも関わらず、ご住職が

丁寧に説明してくださいました。那覇の

　海岸線エリアの変遷や歴史を知る

　　きっかけになりました。

　4・50代のスーツを着たおじさま

方が、50名も公民館に集まる風景。。。

研修室に漂う「ダンディー」な空気、

　今じゃ想像しにくいかも？

　　　公民館事務室横の棚に

　ある煌びやかな装飾の漆器は、

紅房（べんぼう）さんから寄贈して

いただいた貴重なもの…

かつて「漆器の町」と言わた若狭

　地域の歴史を感じる市民講座

　　は、魅力的ですね。

　　残念ながら平成30年12月をもって

「バイレの会」は、活動を終了しましたが、

當山先生の指導を受けた方々が指導者として

それぞれの地域で後輩の指導に当たっている

　ようです。當山先生、ながい間お疲れ様

　　でした。ありがとうございました！

オススメ記事！
公民館職員がバックナンバーから選ぶ

広報わかさ24号
（1997年3月発行） 広報わかさ22号

（1996年12月発行）

広報わかさ2号
（1993年1月発行）

広報わかさ20号
（1996年7月発行）

広報わかさ82号
（2015年12月発行）

島田
の

オス
スメ！

秋本
の

オス
スメ！

知花
の

オス
スメ！

安次
富の

オス
スメ！

東の
オス
スメ！

「広報わかさ」バックナンバーは、若狭公民館ロビーにて
展示、閲覧できるようにします。
ぜひ手にとってご覧ください。
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公民館講座・事業報告
つどう・まなぶ・むすぶ ※ブログ「公民館つれづれ日記」及びフェイスブックでもレポートしています。

成人
講座 防災×やさしい日本語・カルタ編

知って
得する 暮らしの技暮らしの技

提案
事業

地域
連携

地域
連携

公民館では、子どもから高齢者まで、あらゆる世代を対象とした様 な々講座や事業
を開催しています。
※ブログ「公民館つれづれ日記」及びフェイスブックでもレポートしています。

ツナ缶 新聞紙 焼きそば

ツナ缶ランプ

そのほかの事業

2019年1月5日（土）に開催！今年は
あいにくの雨で、急遽、館内３階ホール
に会場変更しました。ですが、会場の
外では旗頭のみなさんが「鎮群」をあ
げて幕開けを飾り、新成人のみなさん
の挨拶や子どもエイサー、合奏、獅子
舞、と賑やかにスタートしました。
校長先生やNPO理事によるつき初め
式の後、参加者みんなで餅つき開始！
もちろん、つきあがった餅はトッピング
を添えて、美味しくいただきましたよ♪
毎年大盛況の餅つき大会。新しい年も
みなさんが健康で良い年になりますよ
うに！

12月16日に若狭地域の清掃を行いま
した。自治会や小中高生、公民館利用
団体などのみなさんが集まっての一斉
清掃。公園や海岸、住宅街の道路や植
え込みなどから次々と出てくる大量の
ゴミ。ペットボトル、缶、タバコ、パイプ、
発泡スチロール箱・・・。中には冷蔵庫
や鍋が捨てられていたり！回収場所に
はゴミ袋の山ができていました。今後
は捨てられるゴミが減ることを願いつ
つ、きれいにした分、地域にたくさんの
福がやってきますように！清掃後はお
いしい豚汁をいただいて、交流を深め
ました。

11月17・18日にパレット市民劇場に
て「映画はココロの栄養だ！」「みんな
違って当たり前！」を合言葉に開催。こ
どもたちが運営スタッフとして司会・音
響・受付・会場案内などを担当しまし
た。審査員もこどもたちが務め、『校庭
に東風吹いて』をグランプリに決定！
この作品は、場面緘黙症という学校で
は話すことのできない女の子が主人公
です。 審査員からは「行動力がすごい」
「場面緘黙症についてもっと知ってほ
しい」などが選出理由としてあげられま
した。この日のために６月から準備を
重ねたこどもたち。素敵な出会いや大
きな自信を得られたようです。

こども国際映画祭
in沖縄＜KIFFO＞

CGG年末清掃
プラスONE

新春
もちつき大会新春早々の1月5日、防災関連講座を二つ実施しました。今回は、「防災講座特集」として、講座レポートとあわせて

講座で試したことを「暮らしの技」コーナーでも紹介します。

新聞紙半寝袋 お湯なしカップ焼きそば

防災講座防災講座
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楽しみながら防災について学ぶ機会が作りたいという方 と々企画者向けト
ライアル版として「防災キャンプ」を実施しました。参加者には、以下の３つの
ルールを守っていただきました。 ①自己完結型。自分のものは自分で用意。
（寝床や食事も） ②持ち物はバックパック一つまで。（実際に避難する想定で
パッキング） ③試してみたい防災グッズやアイデアを持参。
参加者は大学生から防災の専門家やキャンプのプロ、被災地へのボランテ
ィアをされている方や実際に被災地で避難所開設に携わっている方など、素
人から経験豊富な方まで様々。それぞれが用意した寝床や食事について情
報交換するなかで、専門家や被災経験のある方の意見は参考になりました。
持ち寄った防災グッズやアイディアを共有したり、防災意識の向上に向けて
どのような取り組みが有効か、などを遅くまで語り合いました。様々なアイデ
ィアを共有できて大変有意義でした。 今後は、継続的に「防災キャンプ」を実
施予定です。3月には、緑ヶ丘公園で防災ディキャンプを計画中です。

日本人と在住外国人が一緒になって防災・災害にまつわる難し
い日本語をやさしい日本語に変換しながら、防災意識を高める目
的の講座を、日本語教師やNGO関係者とともに実施しました。今
回は台風をテーマに、災害に関する用語（暴風域、避難勧告など）
をやさしい日本語に変換、さらにそのカルタを作成するというワ
ークショップで、楽しく交流しながら取り組むことができました。

成人
講座 トライアル企画・防災キャンプ

主催：那覇市若狭公民館　共催：Happyぼうさいプロジェクト　協力：やさしい日本語勉強会なは

主催：大学コンソーシアム沖縄　共催：那覇市若狭公民館　協力：Happyぼうさいプロジェクト

防災ディキャンプ（仮）
開 催 日 ： 3月24日（日） ※時間未定
開催場所 ： 緑ヶ丘公園（那覇市牧志１丁目16）
※ 詳細は決定次第、ブログ、フェイスブック等でおしらせします。 

ツナ缶に穴を開け、ティッシュで作ったこ
よりを挿し、着火するとランプがわりに使
用できる。防災キャンプでは２時間以上、
火がついた状態が続いていた。
水煮缶は油を使っていないので火はつか
ない。大豆系の油も火がつくにくい。

新聞紙は様々な利用法があるが、防寒対
策にも有効。古新聞を袋状にした半寝袋
で足元を暖かくすることで、ゆっくり眠る
ことができたと体験談。ゴミ袋の中に新
聞紙を丸めて入れ、そこに足を入れるや
り方もある。

防災キャンプで試した様々な「技」の一部をご紹介します。

カップ麺は、お湯がなくても水で20分程
度浸しておくとちょうどいい硬さで食べら
れるようになる。大量のスープがいらない
焼きそばだと冷たいこともあまり気にな
らない。ただ、多くのゴミが出てしまうの
が難点である。



パーラー公民館日記

通常開館最終日は、「あけぼの公園感謝祭」を行いました。子ど
もチームと大人チームに分かれてのお掃除対決では、子どもチ
ームの勝利！
来館数の多い方やお世話になった方々を表彰したほか、東京か
ら取材に来ていたお笑い芸人「バーゲンセール」のお二人に飛
び入りコントをお願いすると快諾。大いに盛り上がりました！

公民館事業・サークル
つどう・まなぶ・むすぶ

公民館で行う講座や事業の案内と多様な自主サークル団体を紹介します。
少しでも興味が持てたら、お気軽にご連絡ください。

【お問合せ】098-917-3446 / info@cs-wakasa.com

少年
教室 第24回 ナイトウォーク 3/16（土）・ 17（日）

一晩かけて南部を32㎞歩く恒例イベント！
大変ですが達成感は大！
ふるってご応募ください♪ 

対象
費用
那覇中学校・上山中学校の生徒
1,000円（食事代・保険代含む）

※事前オリエンテーションへの参加必須

参加者募集！参加者募集!
青年
講座

ẸỉṞ

ɶܖဃˌɦ

૰

ẅᾃԗ࠰ᚡࣞᾃٻỿἵὅἬὊὅ

ᾃԗ࠰ᚡࣞ

ඌጃᑸʴཎᢠẸịΰ  ῭῝

ἩἾἎὅἚὲ

Ẹỉṡ

ẸỉṠ

ᾃԗ࠰ᚡࣞཎКπ

ᾂஉᾈଐ Ὁ ᾂஉᾀଐ

Ẹỉṟ

ᾃӸಮỉắஹئỆếẨ

ᾀʴ૰

ᾂஉỉඌጃᑶஉᾃԗ࠰ỆӼẬềπ૰ửཎК͌ɦậ ᴿᴿ

ᴾᴾᴾଐπᴾᴾٻʴᾄόᴾᴾɶܖဃˌɦᾁόὲὲ

ဃˌɦᾄόὲܖʴᾀᾄόᴾɶٻଐᅔཎКπẅם

ỿἵὅἬὊὅ᧓ ᾉ ᵑஉ ᵏଐ ᵆ ὸ ῍ ᵑஉ ᵑᵎଐ ίםὸ

ᝍᓙễἳὅἢὊầѬẟὲ
ḤɟᢿݣᝋٳỉπờắằẟộẴẇ

ᾁஉ
ợụ ᴿᴿ

バイレの会

2018年12月をもって、活動を終
えられたバイレの会さん。なん
と公民館と同い年の活動歴26
年！みなさん元気はつらつで、毎
回和気あいあいと楽しそうに活
動されていました。最終日には「
楽しかったで賞」をお渡しし、記
念撮影。またいつでも遊びにき
てくださいね～♪

 毎月第１・４金曜日 14時～16時　 【講師】早川 忠光

サークル紹介童謡と唱歌を楽しむ会
 ２６年間続いたフォークダンスのサークルです。 【講師】當山 笑美子

童謡と唱歌を楽しむ会は、毎年ティータイムコンサートとして
『新春うたごえの集い』を主催しています。今年は、去った1月26日
にロワジールホテル那覇
で開催され、懐かしの童謡
・唱歌や愛唱歌を歌い、美
味しいサンドウィッチとケ
ーキを楽しみました。会員
募集中ですので、関心のあ
る方はお問合せください。

8 9

新生活を始めるあなた
のための料理講座（仮）

新生活をはじめるにあたり、初めて料理に挑
戦する方を対象に料理講座を行います。
時期は3月中を予定。詳
しい事が決まり次第ホ
ームページやブログ等
でお知らせしますので、
どうぞお見逃しなく！

若狭公民館まつり27
第
　
回 ～わになろう かかわろう さあ！みんな～

16日
（土）

むつみ社交ダンスサークル
スポーツダンス若狭

てぃだの杜ダンスサークル
わ・か・さ社交ダンス
社交ダンス若さ

社交ダンス モダン 若狭

18:30~21:00
3F ホール

9日
（土）

10日
（日）

9日
（土）

10日
（日）

『第27回若狭公民館まつり』が、2月9日、10日に開催
されました。（社交ダンスパーティーは16日実施予定）
天気にも恵まれ、大いに盛り上がることができました。

・オープニング
・お菓子の家づくり（若狭図書館主催）
・バザー
・『小倉百人一首』かるた体験会
・プレステージ（ジュニアジャズ・歌と絵本ショー・うた三線）
・健康講話「脂肪と検診」

・舞台発表
・無料健康相談コーナー

・展示発表
・出店コーナー
・喫茶コーナー

パーラー公民館の通常開館は、12月22日で終了しましたが、

その後も、様 な々イベントを実施しています。

12月22日『あけぼの公園感謝祭』

12月26日『みんなで“kanngaeru”公民館のこと』
12月27日『モヤモヤ読書会』

12月26,27日は、2日連続で社会教育や公民館について研究
されている東京大学大学院教授の牧野篤先生をお招きした勉
強会を開催しました。
26日は、くもじ・にじいろ館にて、社会基盤をつくることにつな
がる”公民館的”な場について話し合いました。
27日は、冊子『公民館は、どう「語られて」きたのか？』を読んだ
感想や疑問をもとに公民館の変遷や今後の公民館のあり方に
ついて考えました。

大報告会では、今年度の「パーラー公民館」の活動・検証報告と「アートと社
会教育」をテーマとした基調講演、そしてパネルディスカッション「公民館は、
ここまでできる！」を行いました。ゲストは、アーティストの藤浩志さん、デザイ
ン・クリエイティブセンター神戸（KIITO）の永田宏和さん、Co-Minkan普及
実行委員会の出野紀子さん。ワクワクする事例紹介と刺激的なディスカッシ
ョンで脳内活性すると同時に、公民館の可能性を確認することができました。

2月3日『パーラー公民館大報告会』

そのほか

出張パーラー公民館
＠石垣市まきら子どもホッ！とステーション

石垣島に出か
けて、「ご近

所映

画クラブ」と「
ほしぞら上映

会」

を実施しまし
た。大好評で

した！

みんなでゴミ拾い

コントは大盛
り上がり！

牧野篤先生“公民館的な場”について語らう

宮城潤 / 出野紀子 / 永田宏和 / 藤浩志





掲示板

寒い季節。身体を動かすのがおっく
うになったりしませんか？朝、目覚
めてから頭と身体のエンジンをかけ
るには体温をあげる必要があるそ
うです。方法はいろいろですが公民
館では、毎朝ラジオ体操をして1日
の業務が始まります。同じように職
場で行っている人も多いのではな
いでしょうか？しっかり行うとなか
なかの運動量になるそうですが、今
回は一味違った方法をご紹介。そ
れは後ろ向きバージョン！後ろから
見ても通常と同じ動きをして見える
ように身体を動かします。これが案
外難しい！ですが、動きをマスター
して頭の後ろにお面をつければ、滑
稽でおもしろい♪ちなみに、昨年の

）笑（。たしまりなに興余はで会年忘
みなさんもぜひお試しあれ！

広報わかさ No.100

この掲示板に掲載

したい情報もお待

ちしています！

2019年2月15日発行

タイムカプセル開封式
〜10年前の自分に会いに行こう！〜

天妃小130周年記念事業の一環として
１０年前に皆さまが書いた未来の自分へ
宛てた手紙を是非ともお返し致したく満
を持して企画致します！ 懐かしい～。
◎日時 : 3月10日(日)10時～12時
◎場所 : 天妃小学校体育館
◎対象 : 平成21年（10年前）に天妃小
　　　　で作文を書いた覚えの有る方
※当日は資金造成活動として物品販売(商品
券･タオル･Tシャツ･エコバッグなど)も併せ
て行いますので、ご協力頂ければ大変ありが
たいです。宜しくお願い致します。

期成会事務局（天妃小学校内）
　電話：098-917-3319

美味しく食べて元気になろう！
若狭公民館 健康セミナー
2月18日（月）
14時～16時
若狭公民館にて

入場無料

講演①「歯科治療、口腔ケアについて」
講演②「嚥下のリハビリについて」
講演③「肺炎の治療について」
講演④「リハビリと栄養について」

天妃小学校区まちづくり協議会
設立に向けたワークショップ【第2回】
～課題発見・共有の場づくり～

天妃小学校区のまちづくりについて、み
んなで考えるワークショップです。関心
のある方はどなたでも参加できます。
お気軽にご来場ください。
日時：2月26日（火）19時～21時
場所：天妃小学校パソコンルーム

朝食会

2月23日（土）
若狭公民館

3月30日（土）
大名児童館

2月 3月 出張

参加費：100円（子どもは無料）
おかず一品持ち寄り


