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広報わかさ No.80
那覇市若狭公民館

地域の魅力は、そこに住む人の魅力によるところが大きい

今回は那覇市民憲章表彰を受けた３人の方をご紹介。
松田秀子さん、呉屋初子さん、饒平名裕子さん。長年、
積極的に地域活動をされており、内容は多岐にわたる。
松田さんは、お年寄りのお散歩に付き添ったり、海浜公
園の清掃など。呉屋さんと饒平名さんは、デイサービス、
子どもたちへの声かけや見守り活動など。そのほか、紙
面上では到底収まらない！ 地域にこの人あり！である。
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宝

呉屋初子さん、饒平名裕子さん松田秀子さん

公民館ってなに？ 公民館は
何のためにあるの？

誰が使うことができるの？

どんな人が働いていて、
どんな仕事をしているの？

公民館は、市民の学習の
ための施設です。サークル活動や
様々な講座を開講しています！

若狭公民館は、今年度から
「NPO法人地域サポートわかさ」が
指定管理者となっています。地域の方 と々
一緒になって、住みよいまちをつくる
ため、街のコーディネーター的な

役割を担っています。

那覇市民であれば、
どなたでも使えます！ 部屋の借用の
際には、いくつかの条件があるので、
ぜひ、お気軽にお問い合わせ

ください！
合言葉は、

「とりあえず公民館へ！」
やってみたいことや、困ったこと
があるけど、どこに相談したら
いいのかわからない。そんな
ときは、まず公民館へご相談

に来てください。

トリあえず、若狭公民館へ！
公民館は、市民の皆さまが生涯を通じて心身ともに健康で明るく豊かな生活が送ることができるように、学習の場や機会
を提供する生涯学習施設です。サークル活動や会議などでもお気軽にご利用いただけます。また、あらゆる世代を対象
とした様々な講座を企画開催しています。やってみたいことや困ったことがあるときは、お気軽にお問合せください。
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公民館では、こどもから高齢者まで、あらゆる
世代を対象とした様々な講座・事業を開催して
います。お気軽にお問い合わせください！

つどい　まなび　むすぶ

受講者募集
夏の料理教室
～手軽で楽しい燻製作り～

私にできること。
若狭公民館トークショー①

地域こどもサポーター
養成講座

お家でも簡単にできる燻製づくりにチャ
レンジします！夏バテなどしやすいこの
シーズン、食欲をそそる燻製で力をつ
けて元気に乗り切りましょう！。

人の役に立つことは素晴らしい…けど、
自分には何ができるだろう？ゲストの楽
しい話を聞きながら、「できること」見
つけてみませんか？

「ワクワクが生まれる地域」にするために
は、学校と地域の連携が不可欠です。「地
域のこどものために何かしたい」と思っ
ている方、一緒に学び、考えましょう。

【日時】８月１５日（土）18:00-20:00
【場所】若狭公民館 実習室
【対象】18歳以上（市内在住 / 在勤 / 在学）
【受付】８月３日～１３日
【参加費】1000 円

【日時】８月２１日（金）19:00-21:00
【場所】若狭公民館 第１研修室
【対象】１８歳以上の方
【ゲスト】糸数 温子（daimon 代表理事）
【参加費】無料

【日時】９月３,１０,２４日（木）19:00-21:00
【場所】若狭公民館 第２研修室
【対象】地域づくりや青少年健全育成
 に関心のある方
【参加費】無料

講座報告

白砂糖を使用せずに高野豆腐で作る
『りんごとさつまいものタルト』と絹
ごし豆腐で作る『レアチーズ風ケー
キ　豆腐でゴメン！』の二品を作り
ました。果物や豆腐からでる自然な
甘味がグッド！皆さん大満足でした。

市民
講座

成人
講座

文科省
事業

今年４月から若狭公民館で勤めている知花咲枝と申し
ます。早４カ月が過ぎ、少しずつですが、地域の方々の
お顔とお名前を覚え、いろいろなお話しをさせていた
だいています。今は、初の企画講座となる夏休みの「ダ
ンボール講座」の準備に奮闘中です。
企画をしていて感じたのが、公民館という場所を通して、
いろんな方に出会い、新しい発見ができ、楽しい学び
があるということです。今回の講座だけでなく、これか
らもこうした機会を楽しんでいきたいと思います。
（知花 咲枝）

職員リレーコラム①

こんにちは！４月から指導員になりました『小坂直樹』
と申します。大阪生まれ 大阪育ち、タコ焼き好きは大
体友達！？です。趣味は楽器演奏と絵を描く事なんです
が、たまに音痴と言われます。
３年前に４７県を旅して、2年前に沖縄へ移住しました！
若狭地域については初心者、ピカピカの 1 年生ですが
若さ（若狭）と明るさで関われたらなと思います。
見た目は老け顔ですが職員最年少なのでフレッシュ！な
気持ちを忘れずやっていこうと思います。
どうぞ宜しくお願いします。（小坂 直樹）

etc.…

鶏ささみ

卵
チーズ

ホタテ
豆腐

ししゃも

燻製にす
るのは…

立ち上がろう、大人 ! 
地域の力がミライを創る !

マジムンが出没するといわれる伝承
ゆかりの地を巡り若狭の歴史文化を
目と耳で体感していただきました。
TV 局の取材も入り、後日、琉球放
送「ウチナー紀聞」の番組で放映さ
れました。

《春の料理教室》 《帰ってきた わかさ妖怪さんぽ》講師：滋野悦子
日時：4月20日19:00-21:00

講師：小原 猛 / 三木 静
日時：4月11日10:00-12:00

知花 咲枝・小坂 直樹

私にできることって
　　　なんだろう？

ゲスト：糸数 温子さん
月１回開催
全５回

※一部変更になることもあります。詳しくは、お問合せください。
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このコーナーは、若狭公民館エリア（那覇市内の国道 58 号線より西側全ての地域）の
地域情報を掲載します。皆さまからの情報提供お待ちしています！

近所の方にもらったゴーヤー
がどんどん大きなって、花を
咲かせました。そしてある時
とっても小さな実を発見！
ロビーにいる小学生の男の
子に声をかけて、２人で桑
の実くらいの小さいゴーヤー
眺め、食べられる日を夢見た
夏の思い出です。

公民館の風景若狭にはその昔「ケンサヤー」と呼ば
れる「国立若狭病院」がありました。
そこに祠と井戸があり、祠の「シー
サー」をこの地域の人達は大切に祀っ
ていました。しかし「ケンサヤー」も
「シーサー」も沖縄戦で全て壊滅 ...。
現在「ケンサヤー」があった場所には
スーパーが建っており、その脇に「シー
サー」も井戸と共に復元されています。
現在祀られてる「シーサー」は３代目。
２代目は若狭公民館ロビーで展示して
います。ぜひご覧になってください。

「ゴーヤーの実」

夏休みに入り、日中、地域で子ど
もたちの姿を見かけることも多く
なりました。賑やかで嬉しい反面、
気になることもあります。
ボールを追いかけて道路に飛び出
したり、自転車の乗り方も、車道
に出る際に一時停止をしなかった
り、二人乗りでわき見運転してい
たりと、ヒヤッとすることが度々あ
ります。
大きな事故になる前に、安全に遊
ぶように声掛けをするなど、大人
が気づかうことも大切ではないで
しょうか。

曙小学校ブラスバンド部始動！

今年度４月より、曙小学校区まちづくり協議会の
取り組みの一つとして、曙小学校にブラスバンド
部が立ち上がりました。
若狭公民館も楽器の演奏できる職員がいるので、
お手伝いに行っています。
まだ部員も少なく、現在６名で活動していますが、
だんだん上手になってきていて曲にも挑戦中です。
只今、この部活を支援して下さる方を募集してい
ます。広報紙をご覧になっている方の中で、「昔、
楽器をやっていた」「こども達と一緒に音楽を楽し
みたい」という方がいらっしゃいましたら、ぜひ
若狭公民館までご連絡下さい。
これからこの部が、こども達と地域の方とが交流
できる居場所になるといいな、と思っています。

若狭児童館ロゴマーク
「よつば」

地域を知るこの一枚
若狭シーサー

画：真喜屋 志保

地域の広場地域の広場

☆若狭児童館のイベント情報はブログにて配信中☆ → http://wakasa867.ti-da.net

まち
の声

子どもたちの安全
のために、大人が
声かけしよう！

NPO法人
地域サポートわかさ

若狭公民館 / 若狭児童館 指定管理者

tel:(098)917-3446　fax:(098)869-8624
http://cs-wakasa.com/kouminkan/

広告募集！
那覇市のまちづくりや生涯学習の推進、そして
若狭公民館の活動に賛同してくださる企業・事
業所の広告を掲載します。広告料は「広報わかさ」
の印刷費として使わせていただきます。

広告募集！
【広告料】 　１枠　10,000 円
【配布部数】6,000 部
【配布場所】各公共機関及び若狭公民館エリア
【お問合せ】917-3446（若狭公民館）sample

夏休みの終わりを盛大に楽しむ、子どもたちが
作り上げる夏祭りです。
飲食コーナーやゲームコーナーなどがあり、子ど
も達と一緒に地域の皆さんもぜひおこし下さい！

児童館やその周辺をきれいにして、みんなでお
いしく楽しくそうめん流しをしましょう。
がんばった後のそうめんはきっとおいしいはず！

8月21日（金）10:30-15:00 9月12日（土）10:30-12:30

若狭児童館情報

地域NEWS

「子☆夏まつり」 「クリーン作戦＆そうめん流し」

①
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発行・編集　NPO法人地域サポートわかさ

　

那覇市若狭公民館

編集後記

今年度から NPO 法人地域サ
ポートわかさが若狭公民館の
指定管理者になりました。
体制移行に伴い、様々な新
規事業にチャレンジしていま
す。今回の広報紙では紹介
できなかった取り組みもあり
ますので、今後紹介できれ
ばと考えています。また、お
気づきのように、この「広報
わかさ」もリニューアルしま
した。初のカラー印刷です！ 
若狭公民館は、これまでの
取り組みの良い点を継承しな
がら、様々な工夫をすること
でさらなる充実に努めます。
そのためにも皆様からのご意
見お待ちしています！（宮城）

収容人数：30人程度
用途：研修・会議
備品：イス・テーブル・電子ピアノ
料金：室料 240 円　冷房料 100 円

収容人数：15人程度
用途：研修・会議
備品：イス・テーブル
料金：室料 160 円　冷房料 100 円

収容人数：16人程度
用途：調理実習・その他実習
備品：調理用器具等
料金：室料 240 円　冷房料 100 円

収容人数：20 ～ 30人（12 畳×２）
用途：お茶・生け花・着付け
備品：茶道設備
料金：室料 320 円　冷房料 100 円

収容人数：200 ～250人
用途：講演会・発表会・音楽会
備品：ピアノ・イス・テーブル等
料金：室料 930 円　冷房料 300 円

収容人数：60人程度
用途：研修・会議
備品：イス・テーブル
料金：室料 400 円　冷房料 100 円

ホール 第１研修室

第２研修室 第３研修室

実習室 和室

開館時間　9:00～22:00
交通機関　市内バス2番・3番・5番・15番　市外バス45番
　　　　　久米孔子廟前下車　徒歩５分
利用受付　月～金　9:00～17：00来館して申込み
　　　　　ご利用前月１日から受付（詳しくはお問い合わせください）

施設案内 公民館施設は、那覇市民であればどなたでもご利用いただけます。
ただし、政治・宗教・営利を目的とした利用はできませんので、予めご了承ください。

「地域サポートわかさ」が指定管理者に！
若狭公民館の運営体制が変わりました

左から、宮城 潤（館長）、安次富 恵、東 澄子、真喜屋 志保、知花 咲枝、小坂 直樹

理事長　早川 忠光

今年度の若狭公民館は、これまでと少し変わったところがあるのでお知らせします。今年度より指定管理者制度を採用し、
「NPO 法人地域サポートわかさ」（理事長：早川忠光）が指定管理者になりました。「NPO 法人地域サポートわかさ」は、
平成17年 3月、若狭公民館にて開催された「地域づくりフォーラム」をきっかけに誕生しました。若狭が浦地域（若狭公
民館エリア）の活性化と青少年健全育成、地域福
祉の充実を目的に活動しています。平成 22 年度
から昨年度までの５年間、若狭公民館の一部業務
を受託していました。新体制になり２名の新人ス
タッフを迎えました。気持ちを新たに、利用者の
目線に立った運営とさらなる活動の充実に努め、
地域の皆さまに、「若狭公民館があってよかった！」
と思われる存在になれるように取り組んでいきま
す。今後ともどうぞよろしくお願いします！

職員紹介

〒900-0031  那覇市若狭2-12-1　TEL 917-3446　FAX 869-8624
URL http://cs-wakasa.com/kouminkan/　MAIL info@cs-wakasa.com 


