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地球ハートクラブ

久手堅光姫さん（８才）は昨年 12 月にＣＧＧ（年末美化清掃）
に参加して海にゴミが沢山捨てられている光景に衝撃をうけ、地
球ハートクラブを発足しました。子どもが中心となり、大人達が
サポートしながら毎月第 4 土曜日に若狭海浜公園周辺の海岸清
掃活動を行っています。活動を聞きつけて県外から参加者が来
ることも！活動当初はゴミの山だった海岸も綺麗な姿に戻りつつ
あります。「1 コでいいからゴミを拾ってほしい」その想いはこれ
からも広がり続けていくと思います！
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防災訓練×おもちゃの交換会 ～親子で楽しめる防災イベント～

大好きな海をキレイに、楽しみながらゴミ拾い

これまで堅苦しくて難しいというイメージが強かった防災訓練ですが、おもちゃの交換会やゲーム感覚のプログラムを
交えた「イザ！カエルキャラバン！」では、親子で楽しむことができ、子どもを中心に多様な世代が繋がることができます。
阪神淡路大震災の被害者インタビューをもとに作られた「イザ！カエルキャラバン！」は、楽しいだけではなくイザ！
というときに役立つ防災知識が詰まっており、今では世界中で実施されるようになっています。現在、若狭公民館を中
心に各専門家や地域団体等と連携してこのプログラムをアレンジした『沖縄版イザ！カエルキャラバン！』を開発中です。
10 月 22 日には、那覇市津波避難ビルにて「イザ！カエルキャラバン！ in なは（仮）」を開催します。お楽しみに！

10/22
（土）

「イザ！カエルキャラバン！inなは（仮）」
 会場：那覇市津波避難ビル
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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

手軽にできるのに奥が深い切り紙。参加者
には幅広い年代の方が集いました。ほしの
先生は、切り方だけでなく紙を大切に使う

県の水産物の消費拡大に取り組
んでいる『お魚レシピ伝道師』を
講師に迎え、水産業の現状や魚
のさばき方、調理を習いました。
魚をさばくのに苦戦しつつも、和
やかで楽しい講座となりました！

実際にスマートフォンを使用し動
画撮影やマップ検索、アプリ取り
込みなどを学びました。スマート
フォン講座は那覇市シルバー人材
センターで定期的に開催している
ので、お問い合わせください！

切り紙教室

魚のさばき方 スマートフォン講座

渡嘉敷宿泊

※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。

【うちなーかるた会】
小倉百人一首を用いた、競技か
るたを楽しむためのサークルで
す。小学生から大人まで幅広く
参加しています。初心者でも大
丈夫なので、ぜひ見学や体験
にお越しください！

指導者：片山　博次先生
活動日：第２土曜13時～18 時
場所：若狭公民館　和室

7/13( 水 ),16( 土 )  追加講座 7/23( 土 )
講師：お魚レシピ伝道師

ダブルダッチ
自然に触れ、様々な出逢いと発見をすること
を目的に渡嘉敷島での宿泊を行いました。
海ではシュノーケルや大型船を体験し、星
空観察、野外カレー炊飯、ミサンガ作り、

縄跳びを発展させたダブルダッチ。世界チャ
ンピオンの講師陣と４歳～大学生までが一
緒に楽しみました。こども達の上達は著し
く、自信をつけていく様子がみられました。
縄の回し手も経験し「思いやりのスポーツ」
という意味も感じ
ながら、さらに
上達したいという
意欲を持つこと
ができました！

※講座・事業の様子はブログやフェイスブックにも掲載しています。

8/3（水）～ 5（金）
２泊３日

7/26（火）～28（木）
講師：ほしの みちよ

7/19（火）～7/21（木）
講師：房前 三男
協力：那覇市シルバー人材センター

8/13( 土 ),14(日 ),20( 土 )
講師：ODDC

公民館には様々な人が訪ねてきます。講座や
サークルについてはもちろん、地域の拝所に関
するの問合せ等が多いですが、その中で印象
深かった出来事をご紹介します。ある日、事務
所に訪ねてきた女性、恐縮した様子で「すみま
せん。掃除機貸していただけないでしょうか？」
当然、私たち職員は「？？？」となります。
状況が飲み込めず、「掃除機ですか？」と聞き
返すと、「引っ越しで家財道具をまとめて先に

職員リレーコラム⑦
送ってしまい、最後の掃除を行う際に掃除機
がなくて困っている」ということでした。
お話を伺い事情を理解した上で、掃除機を
お貸ししたところ大変喜んでいただきました。
日常生活で起こりうる「困った！」というとき、
公民館を思い起こしてくれ、そして少しでも
お役に立てたことが嬉しかったです。
若狭公民館は「頼りになる公民館」を目指し
ています。お気軽にお問い合わせください。

宮城　潤

ことや手を使っ
てものを作る大
切さも教えて下
さり、様々な気
づきのある講座
となりました。

集落散策などを経
験。初対面の人と
も仲良くなり、体
験を通していい学
びを得ることがで
きました。

科学のびっくり箱！なぜなにレクチャー
トヨタ自動車の社会貢献活動として科学技
術教室を開催します。ホバークラフトの模
型製作と走行テストを通して浮上の原理を
学びます。

少年
教室

地域
連携 第２０回若狭地域文化祭

【日にち】10月9日（日）　10:00̃12:00
【対象】那覇市内の小学 4～ 6 年生
【参加費】無料
【申込み】9月26日（平日9:00̃17:00）※先着順

毎年開催している若狭地域文化祭は、
今年で第 20 回を迎えます。昨年大好
評だったヤギのふれあいコーナーをはじ
め、こどもイベント広場は充実していま
す。地域団体による舞台発表や出店な
ど盛りだくさんです。お楽しみに！

【日にち】11月12日（土）　【参加費】無料
ホバークラフト模型
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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！

先日、サークル利用者の
方が公民館に金銭樹を
持ってきて下さいました。
葉の形がお金に似ているこ
とからこの名で呼ばれてい
て、縁起が良いとされてい
ます。きっとこれから公民
館にも福が訪れるはず、
と楽しみにしています！

琉球時代の教育者、程順則を讃え、
天尊廟（護国寺隣）内に設置。上山
中学校近くには生家跡がある。幼い
頃から勉学に優れ、久米村総役など
を務めた後、名護間切総地頭となり名
護親方と称した。４度中国に渡り、持
ち帰った『六諭衍義』は徳川吉宗へ
献上された。琉球で初の公立学校と
なる「明倫堂」を創設し、教育に尽力。
再建された明倫堂では現在も勉強会
などが開かれ学びの場となっている。

「金銭樹」

那覇ターミナルに毎日のように寄港する
クルーズ船により沢山の観光客が訪れ
る様になりました。また、日本語学校
の寮もあり、若狭で外国の方を見掛け
ることが増えてきました。そんな中、
生活習慣の違いや、交通ルールの違い
により不具合を感じた方も少なくないと
思います。私たちも外国旅行をした際、
言葉がわからないために知らず知らず
のうちに迷惑を掛けてしまう事も有る
のではないでしょうか。相手の国の言
葉で表示することにより、理解して頂
く事が大切だと思います。“沖縄の旅が、
楽しく安全で思い出深い旅となるよう”
お互いに心遣い出来れば良いですね！

程順則頌徳碑
（ていじゅんそくしょうとくひ）

画：真喜屋 志保

言葉の壁

広告募集！
【広告料】 　１枠　10,000 円
【配布部数】９,000 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）

⑦

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

8 月 20 日（日）に開催された、久米２丁目自治会の
夏祭り。オープニングを上山中学校の吹奏楽部が飾
り、こどもたちのダンスや婦人会、青年会も参加して
いて、世代の幅広さと活気のある様子から強い地域
力を感じました。以前、広報わかさでも取り上げた『お
やじの会』も出店で大活躍だったようです！

久米２丁目自治会　夏祭り　

『野外炊飯にチャレンジ＆おとまり』　参加者募集！ 『卓球クラブ、メンバー募集中！』
日時：毎週木曜日　4時～5時30分
クラブ費：年間1000円

【事前研修】10月11日（火）、【買い出し】10月13日（木）
【本研修】10月14日（金）～15日（土）
参加費：2000円／対象：小学生／定員：28名
申し込み期間：9月15日（木）～10月3日（月）

２月の大会に向けて、がんばって練習しています
。一緒に楽しく卓球をしたいお友だち集まれー！！

子どもたちが、自分たちでメニューを考え、買い物を行い、糸満青年の家で野
外炊飯活動とおとまりをします。事前研修から参加できる方に限ります。

曙小学校　児童オリンピックで活躍！

７月に開催された『第 36 回新報児童オリンピック大
会』に曙小学校から 55 名のこどもたちが参加しまし
た。学校単位で団体で出場しているのは曙小だけと
のこと。今年から体育専科の先生が配置され、体力
向上のためスポーツに力を入れています。素晴らしい
ことに、陸上のジャベリックボール投げで２位と３位
を曙小の子がとりました！おめでとうございました！！
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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 

9月、10月は各地で敬老会が
行われますね！毎年、お祝い
されるご年配の方がきちんと
お洒落をして敬老会に参加さ
れている様子を見て、とても
素敵だなと思います。そのよ
うな気持ちを私も持ち続けて
いたいです。
また、９月以降は公民館でも
地域でも行事が多くなってき
ます。ぜひ皆さんも地域の行
事に参加して、町の魅力を体
感して頂きたいなと思いま
す！今年はじめて開催の「イ
ザ！カエルキャラバン」もお
楽しみに！（真喜屋）

一品持ち寄り「朝食会」や調理実習等
に利用している「実習室」。地域行事
の際は大活躍です。調理台、オーブン
レンジ、ガスコンロはそれぞれ４組あ
り、まな板や包丁、鍋、食器などの備
品も揃っています。友達同士で「コロッ
ケ対決」や「ケーキ合戦」などで交流
するのも楽しいかもしれません。

食を通じた交流に最適「実習室」

朝食会画像

那覇中校区（那覇中/泊小 /那覇小 /若狭小）で
生活習慣改善の取り組み

那覇市では、平成27年度より文部科学省からの委託を受け、那覇中学校が研究校となっ
て生徒の生活習慣改善に取り組んでいます。実施にあたり、那覇中校区の３小学校（泊・
若狭・那覇）や地域の関係機関、大学や専門家等による「那覇中校区教育協働推進
協議会」を設立し、小中一貫教育とも連動させながら様々な取り組みを行っています。
各学校では、睡眠チェックシートと睡眠教育が行われ、地域では大学生が教える勉強
会「土曜朝塾」や二泊三日の「通学合宿」、保護者対象の「子育て勉強会」などを実
施します。この地域での取り組みは10月以降に本格始動予定です。

各校で実施する「睡眠教育講演会」 大学生が教える勉強会
「通学合宿」

炊事も自分たちで行う
「通学合宿」


