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広報わかさ No.83
那覇市若狭公民館

見守り育む、未来へ繋げる地域のバトン！
天妃小学校（幼稚園含む）のお父さん方を中心に活動している「天妃おや
じの会」（会長：大城久典さん）は、２００１年７月に設立され、今年で活
動１５周年になります。 毎月第３金曜日に定例会議と近隣パトロールをした
り、毎年天妃小学校の卒業生全員に記念品を贈呈したり（１人１人に手書
きのメッセージ付き）、他にも学校行事は勿論、資金造成のため地域の祭
りにも出店するなど活動内容は書き尽くせません！「人との繋がりができ
た。」と話す大城さん、今後は若狭を含む近隣地域とさらに交流を深めて
いきたいとのこと。ますます「天妃おやじの会」の活動に目が離せません！
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まちの

宝

若狭公民館まつり開催！若狭公民館まつり開催！
～ わになろう かかわろう さぁ！みんな ～

　　　狭公民館を利用しているサークルの
　　　皆さんの一年間の成果発表の場とし
て２月１３,２０,２１日に「若狭公民館まつり」
（主催：若狭公民館利用団体連絡協議会）
を開催します。展示発表や舞台発表はもち
ろん、若狭図書館企画の「わくわくおはな
しかい」や体験教室「楽しいボイストレー
ニング」など多彩な催しがあります。また
無料健康相談や喫茶、出店コーナーなども
あり、どなたでも楽しめる内容となっていま
すので、お気軽にご来場ください。

天妃おやじの会

おはなしかい
11:00～わくわく 14:00～

楽しい
ボイストレーニング

体験教室

・ボイスストレッチ
・顔ヨガ ・声ヨガ
・発生練習

歌唱「花は咲く」

◯ 展示発表
　10:00～

◯ オープニング演舞
　13:00～

◯ バザー
　オープニング終了後

◯ 喫茶コーナー
　10:00～

12:00～舞台発表 展示発表
10:00～16:00

出店　10:00～
沖縄そば・カレーなど
　

無料健康相談
12:00～16:00

喫茶コーナー
10:00～16:00サークルの皆さんはもちろん、若狭

小児童クラブのうちなーぐちソング
などもあり歌や踊り、多彩な演舞
が盛りだくさんです。

18:30～

２月

前夜祭として開催する社交ダンスパーティー
ちょっとおしゃれをして一緒に踊りませんか？

・血圧測定
・インボディチェック
・医師による相談
　など

若 20日
（土）

21日
（日）

13日
（土）

20日
（土）

21日
（日）

13日
（土）
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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

講座・事業報告

今年も無事開催することが
できました！いつも公民館の
イベントに駆けつけ、助けて
下さる地域の皆さんに加え、
今年は若狭・松山旗頭実行
委員会の皆さんや那覇中学
校区成人式実行委員会の方
など、若い皆さんのご協力
も嬉しかったです！

シリーズで開催してきた『私に
できること』の最終回は若竹福
祉会の村田涼子さんにお越し頂
きました。波乱に満ちた若竹の
歴史や、体験談など聞かせて頂
き、とても学ぶことの多い充実
した時間となりました。

今月は『公民館まつり』が開催されます。この
魅力を公民館に来たことのない方にも伝えたい
…と思うので、今回はこの場をお借りして「公
民館まつりの楽しさ」を綴ってみたいと思いま
す。真っ先に思い浮かべるのは、サークルの皆
さんの発表。舞台では音楽演奏からダンス、カ
ンフーの演武までありかなりの見応えです。趣
味で始めたこととはいえ、長く続けていらっしゃ

職員リレーコラム④
る方々は、もはや素人とは言えないレベル。また、
展示されている皆さんの作品を見ると、公民館
のあの部屋の中で、こんな素晴らしいものが生
み出されているんだな…と感慨深く思います。
その他にも、掘り出し物に出会えるバザーや、
美味しいコーヒーとケーキのセットが２００円！！
など、様々に楽しめます。皆さん、ぜひぜひ今
年の公民館まつりにお越しくださいね！！

2007 年 11 月から毎月１回開催してきた
朝食会が 1/23 で１００回を迎えました。
記念に「１００人で朝食会」というイベ
ントを開催したところ、あいにくの悪天
候の中、80 名余の方にお越しいただき、
とても良いお祝いとなりました。今後も
毎月１回続いていく予定なので、早起き
できた時など、タイミングの合う時にお
気軽にお立ち寄り下さい。

昨年 12 月に開催した『CGG 年
末美化清掃』、とても暖かく良い
天気で、絶好のお掃除日和でし
た。大量のゴミが集まると達成
感はあるけれど、皆でマナーを
守りきれいな街にしていきたいで
すね！

新春もちつき大会

私にできること④

ナイトウォーク

CGG年末美化清掃

100人で朝食会1/9( 土 )

真喜屋 志保

※詳細はホームページをご確認いただくか、お問合せください。

32キロの距離を、友達と励まし合い助け
合いながらゴールを目指します。真夜中
に歩くという非日常体験で、ぜひ中学校
生活の思い出作りをして下さい。

地域
連携

家庭
教育 子育て勉強会３/1９（土）19:３0-

  ２０（日）７:３0

【対象】那覇中学校、上山中学校の全生徒
【参加費】1,000 円（保険料実費）
【申込み】3月上旬に募集開始予定

学校でのつまづきや発達が気になった際の
対応、受験に向けた学習のポイントなどに
ついてお伝えするほか、発達段階に応じた
関係づくりについても話しあいます。

【講　師】佐渡山要（てぃーあんだークラブ）
【参加費】無料
【申込み】２日前まで（平日9:00̃17:00）

２/１３（土）
14:00-16:00

1/23( 土 )

12/13( 日 )

【操体法サークル】
２月４日にスタートする新規
サークルです！ 体のゆがみを正
し、バランスのとれた病気にな
りにくい健康な体作りをしま
しょう！
指導者：比嘉 幸子先生
活動日：毎週木曜19 時～21時
場所：若狭公民館　和室
定員：15 名

12/21( 月 )
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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！

毎年恒例の新春もちつき
大会で、いつも素晴らしい
演技を披露してくれるあゆ
み幼児学園さん。毎回、
あまりにも可愛くて上手な
ので、何か秘訣があるの
かしら…と気になっていま
す。今年の獅子舞も最高
でした。

公民館の風景琉球八社の首座を占める波上宮。豊漁
と豊穣の祈りの聖地、拝所として始まっ
た。その地形からニライカナイに近い
場所とされ、玻名 (はな )（花・鼻）城 (ぐ
すく ) とも呼ばれた。本殿の後ろには、
神々を迎える扉が描かれており、神殿
を囲む壁の手前には千年あまり前から
の香炉が置かれている。現在は海上に
道路が架かっているが、水平線の彼方
と祈りを捧げる人々の心の中には、今
も変わらずニライカナイが在り続ける。

「小さな獅子舞」

若狭小学校の創立 60 周年の記念事業に
向けて準備が始まっています。現在、力
をいれて取り組んでいることの一つが、
資金造成のための資源ゴミの回収です。
ご家庭で出た空き缶や古紙がありました
ら、ぜひ若狭小までお願いいたします。

①古紙回収（毎週木７時半～８時半／
若狭小学校職員駐車場側のダンボール
置き場にて）
※ダンボールとその他の雑紙は分けて紐
で束ねるようお願いします。

②空き缶（毎週火７時半～８時半／
若狭小 B棟玄関前にて）
※空き缶は飲み物の缶のみ対象です。
すすいでからアルミ缶とスチール缶に分
けてご持参下さい。

上山中学校区成人式

1/22( 金 ) の朝、曙小学校の体育館で音楽鑑賞会があ
りました。東京から日本サロンコンサート協会の６名
の方がいらしていて、楽しい司会付きのカジュアルな
ミニ演奏会となっていました。曙小ブラスバンド部の
メンバーも２曲一緒に演奏させて頂き、とても良い経
験となった様子でした。

地域を知るこの一枚
波上宮

画：真喜屋 志保

まち
の声

若狭小60周年に
むけてのお願いです。

広告募集！
【広告料】 　１枠　10,000 円
【配布部数】８,000 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）

地域NEWS

④

曙小学校　音楽鑑賞会　

平成２８年１月１０日（日）上山中学校で成人式が開
催されました。今年、新成人を迎えたのは、上山中
学校区では１１０名。式には９３名の新成人の皆さん
が出席しました。式典では、厳かな雰囲気の中、艶
やかな着物やスーツに身を包んだ新成人の皆さんが大
人としての責任感を誓い、決意を述べていました。

若狭小60周年記念タオル販売中！
・還暦をイメージした『赤色』
・水泳若狭をイメージした『青色』

各1,000 円（税込）
お買い求め・お問合せは、若狭小ＰＴＡ事務まで

電話番号　098-863-8411

手作りおもちゃやアクセサリーなどの雑貨販売、お母さんと子どもで楽しめる
体験コーナーやイベント、ネイル、マッサージ、軽食販売など、その他いろいろ
なブースが盛りだくさんです。なおフェスタで集まった募金は、全額被災地へ
寄付します。

「ママフェスタ　～東日本震災支援　チャリティーイベント～」 「地球ハートクラブ」
毎月第４土曜日、午後1時2月26日（金）午前10時30分～午後3時

ビーチクリーン活動を行ったり、環境
問題について考えていきます！参加者
募集中です！
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那覇市若狭公民館

開館時間　9:00～22:00　休館日　国民の祝日、年末年始（12月29日~1月3日）
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）

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

2016 年、第１弾目の広報わか
さ、いかがでしたか？
本編には掲載できなかったの
ですが、82 号の広報わかさの
「まちの声」でマイナンバーに
話題が出たことがきっかけで、
公民館で「マイナンバーの疑
問 お答えします。」という講座
をやることになりました。今後
もまちの皆さんの声を事業に
反映していかれたら、と思って
おりますので、普段の生活の
中で困ったことや気になったこ
とがあれば、お気軽に公民館
にお話くださいね！
（真喜屋）

第１回 全国公民館インターネット活用コンクール

最優秀賞 受賞！ 主催：公益社団法人全国公民館連合会
　　 全国公民館振興市町村長連盟

祝！
日本一

　このたび「第１回全国公民館インターネット活用コンクール」
において、若狭公民館が最優秀賞を受賞しました！
　「全国公民館インターネット活用コンクール」は、これまで隔
年で開催してきた「全国公民館ホームページコンクール」の内
容を一新して今年度から実施されたものです。ちなみに、若狭
公民館は「全国公民館ホームページコンクール」では、平成２１
年度の第３回に初応募し最優秀賞を受賞、その後、第４回で最
優秀賞、第５回で優秀賞を受賞しています。「インターネット活
用コンクール」は、SNS なども含むインターネットを活用したす
べての取り組みが評価対象となっており、若狭公民館は、ホー
ムページはもちろん、フェイスブック、ツイッター、メルマガ、
動画での講座レポートなどを行っているので、それらの取り組み
を総合的にみて評価されたのだと喜んでいます。

　今回の受賞によって、はじめて若狭公民館の取り組みについ
て知ったという方もいらっしゃると思うので、ぜひ、フェイスブッ
クの「いいね！」、ツイッターの「フォロー」、メルマガ「登録」を行っ
て、若狭公民館情報をキャッチしてください。

若狭公民館 検索
2016年は、

嬉しいニュースでスタート

できました！ 今回の受賞は利用者や

地域の皆さまのおかげだと嬉しく思って

います。　今後も職員一同頑張ります

ので、どうぞよろしく

お願いします！


