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健康づくりから繋がり育む
若狭公民館の社会教育指導員をされた経験もある上原さんは、曙小学校
がまだ更地で広場だった頃、退職後の健康管理のためにそこで運動して
いた人たちと一緒にラジオ体操を始めました。2002 年には「曙願寿会」
を発足、現在は 94 歳の方や市外からの参加者も！元旦を除く 364 日毎
朝活動しており「気張らず楽しみながらやるからこそ続けられる」との
こと。毎朝続けていると自然と声をかけあい、会う楽しみができるそう
です。朝から笑顔が生まれる素敵な活動ですね。
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（曙願寿会 代表）

まちの

宝

地域の歴史・変遷を知る

写真・アルバム
持ち寄りお茶会

ご家庭に眠っている写真や８ｍｍフィルムを持ち寄り、そこに映りこんで
いる地域の風景や出来事をもとにおしゃべりをするお茶会です。写真は
選ばないで OK! アルバムごとお持ちください。手ぶら参加も大歓迎です！4/30（日）10 時－12 時

　　　球王朝時代には海の玄関
　　　口として栄えた若狭地域。
戦後の埋め立てや近年の港湾開
発により大きく姿を変えています。
変化が著しい若狭地域の歴史やそ
の変遷を知るために「若狭町ゆん
たく会」「写真・アルバム持ち寄
りお茶会」を開催しています。若
狭にゆかりのある著名人や漆器な
どの手工芸文化、波の上水上店舗
の写真、７３０（ナナサンマル）
など、知っている人には懐かしく、
知らない人には新しい情報が満載
です。気になった方はお気軽にお
問合せください！

琉

若狭町ゆんたく会 元教員で那覇市教育史の編纂にも携わっていた島袋文雄氏が情報
提供者となり、戦前の若狭町について語り合っています。
戦前の地形や建造物の話から、当時の遊び、食生活などについて、
ざっくばらんに語らう場です。２月10日から毎週金曜日に開催して
おり、３月 31 日でいったん終了しますが、継続的にこのような場
を設けたいと考えています。

若狭町ゆんたく会 /写真・アルバム持ち寄りお茶会若狭町ゆんたく会 /写真・アルバム持ち寄りお茶会

地域の歴史・変遷を知る
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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

沖縄で桜と言えば緋寒桜をさします。緋色の
花びらを下向きに付け、鮮やかに咲き誇ります。
寒くなると咲く緋寒桜は北上していくソメイヨシ
ノと違い、北部から咲き始め南下していきます。
毎年１月になると本部町の桜の開花が報じられ
ます。ここ若狭では、公民館向かいの与那覇
さん宅の桜が一番早く咲き始めます。私は、
毎年その花の開花を心待ちにしています。今

年もちょっと色白でやさしいピンク色の花が咲
き始め、日一日と開花が進むにつれ花の色が
濃いピンクになっていきます。今年も枝いっぱ
いに見事な花を咲かせ、観る人の心に歓びと
安らぎを与えています。

東　澄子
【若狭中国武術サークル】

『若狭少年カンフー』から名称を変更
し、親子で武術を楽しめるようにしま
した。子ども達はカンフーを、大人は
ゆったりとした動きの太極拳を頑張っ
ています。いつでも見学に来て下さい。

　指導者：山城　忍 先生（太極拳）
　　　　　島　佳己 先生（カンフー）
　活動日：毎週土曜 10 時～12時
　場　所： 若狭公民館 ホール

職員リレーコラム 10

バレンタインの季節にちなんで、大切な方に贈
るチョコレートをより愛に溢れたものにしよう！
というテーマで開催しました。講師に沖縄
NGO センターの中村可愛氏をお招きし、ヴィー
ガンのチョコタルト作りから健康に配慮した食
材の選び、市販品のチョコレートの表示の見方
など学びました。また、チョコレートの主原料
であるカカオ農家の児童労働の問題を知り、
消費者としてできることは何かを考える機会に
もなりました。
参加者から「世界のことをもっと知りたい」と
いう声もあり、充実した時間を過ごすことがで
きました。

『若狭公民館まつり』今年も無事に終了しました！ １日目の若狭図書館主催「親子で作る
お菓子の家」からスタートし、後夜祭の社交ダンスパーティまで、利用団体の成果発表
を中心とした様々な催しものを見に、沢山の方が行き交う賑やかな３日間となりました。
利用団体主催のお祭りなので、発表の準備だけでなく、前日の設営や当日の運営、片付
けまですべてを利用団体の皆さんが行います。長年サークル活動をされていて毎年運営に
かかわっている方でも、年に一度のことなので戸惑ったり忘れたりすることもありますが、
一人一人が、できないことやおぼつかないことを補い合ったりしながらできている手作り
のこのお祭りは、粗はあるけどとても暖かい雰囲気に満ちています。生涯学習の良いとこ
ろは、いくつからでも始められるということ。新しい年度を迎えるにあたり何か学んでみ
たいという方は、公民館には様々なサークルがあるので、ぜひお問い合わせください！

愛のチョコレート講座

第 25 回 若狭公民まつり 2 月18日 ( 土 )，19日 (日 )，25日 ( 土 )

1月31日 ( 火 )，2月5日 (日 )，2月8日 (水 )

子どもの健やかな成長を育むためのヒントを、睡眠・栄
養・メンタル（アロマ）の観点から学びました。睡眠
の回は基礎知識～睡眠障害など。栄養の回は手軽に野
菜を食べるためのレシピ。アロマの回は子どもへの接し
方やマッサージを学び、各回とも参加者の積極的な様
子がみられ、関心の高さを感じました。

ジュニア〜Jr. ユースの身体づくり
2 月 4日 ( 月 )　　共催：沖縄NGOセンター



　　　　2017年3月30日発行

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！

公民館まつりの時は、衣装を
つけているサークルの皆さん
の姿が館内のあちらこちらに
見え、華やかな雰囲気になり
ます。衣装をつけると気分が
高揚しますよね！舞台に上が
る前の皆さんが、普段よりも
イキイキと見えるのはそのせ
いもあるのだと思います。

戦前の泊尋常小学校２階建て校舎の
一部で職員室につながる入口であっ
た。戦火で焼け残った部分が戦後の
校舎として利用された。当時は時鐘が
掛かり、授業や集会、非常時に鳴らさ
れていたという。さらに後年、校舎建
替に伴い移築が行われ２階部分を残す
のみとなったが、今もその面影をみる
ことができる。校舎の姿は変われど、
今も昔も子どもたちの健やかな成長と
教育の変遷を見守り続けている。

「衣装」
泊小旧校舎の時計台付玄関

画：真喜屋 志保

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）

無料で法律相談に応じます。

0120-309-157［要予約］
/ 久米郵便局裏

裁判・遺言・相続・登記・成年後見

若狭小学校区まち協　フラワーポット贈呈式
3 月 10 日（金）若狭小学校でフラワーポットの贈呈式がありま
した。これは、子どもや女性の安全を守るための『ちゃらさん
推進事業』の取り組みの一つで、花の水やりや手入れをしながら、
地域の見守りを強化しようというもの。若狭小５年生の児童たち
の前で、那覇署の地域安全課から若狭小学校区まちづくり協議
会へ手渡されました。地域でお花の世話をしている方を見かけ
たら、声をかけてみてくださいね！

曙小学校区まち協　チャリティグランドゴルフ
2 月19日（日）曙小学校区まちづくり協議会主催のチャリティー
グランドゴルフが開催されました。地域の方や近隣小中学校、
地元の企業の皆さん 70 名以上が参加。お手伝いを含めると
100 名近い方がこのイベントにかかわったそうです。参加費は、
まちづくり協議会のこどもたちの健全育成事業に使われます。民
生委員の方による豚汁とおにぎりの振る舞いや企業からの景品
の提供など、地域の力がどんどん強くなっている曙小地区。今
後の活動にも注目ですね！

『地球ハートクラブ』

ビーチクリーン活動をおこなったり、みんなで環境
問題について考えていきます！参加者募集中です！

休館日のお知らせ
活動日：第４日曜日　時間：午前10時～正午
対　象：子ども（サポーターの大人も大歓迎）
場　所：若狭児童館に集合してビーチに移動　

4月より、児童館は「家庭の日」（毎月第3日曜
日）が休館になります。なお、祝祭日（子ども
の日を除く）も、例年通り休館となりますの
で、館だより等で開館日をチェックして遊び
にきてね。

学事奨励会と
石碑のお披露目会

進級・進学を迎える子どもたちのお祝
いと、漆器の町・若狭の石碑完成の
お披露目会を開催いたします。
この度、琉球王朝時代から漆器で栄
えた若狭町の歴史を後世に伝えるため
の石碑が作られました。昔、漆器の木
片で職人さんがコマを作っていたこと
にちなんで、コマ回し大会などしなが
ら昔の若狭町を偲び、子どもたちやご
年配の皆さまと交流する場となればと
思います。多くの方のご参加をお待ち
しております。

【日時】４月２日 (日 ) 
　　　　午前 11時～午後1時
【場所】親川鮮魚店前道路
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若狭１丁目自治会 
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年明けから年度末までの時の過
ぎ去る速さには、呆然としたり
慌てたりと毎年、翻弄されてば
かりです。来月に進学や就職な
ど、新しい環境が待ち受けてい
る方々は、物理的な忙しさだけ
でなく心理的にも落ち着かない
日々かもしれません。慣れない
環境の中で、どこに相談したら
いいのかわからないような困り
ごとなど出てきたら、ぜひ公民
館にお越しくださいね！特別な
時だけでなく、公民館が皆さん
の暮らしの拠り所になれるよ
う、次年度も精進していきたい
と思います！（真）

先日、若狭公民館で素敵な催しがあった
のでご紹介します。その催しとは、ネパー
ル映画の上映会。当日、会場には 200 名
を超える方が来場し大賑わいでした。
最近、見かけることの多いネパールから
の留学生。日本語学校や専門学校に通う
彼らは、卒業を機に国に帰ったり、東京
や大阪など日本国内の別の地域に就職し
たりで沖縄を離れる人も多いそうです。
沖縄を離れる人たちのためにみんなが楽
しめるイベントを催したいということで留
学生やOBによる有志で企画されました。
また、ネパール大震災への復興チャリ
ティーイベントとしての要素もありました。
これを機に、地域との交流企画に発展さ
せていきたいです。

ご縁結び

公民館では、様々なサークル（自主活
動団体）の皆さんが活動されています。
歌や楽器、ダンス、外国語、モノづくり...
活動内容は実に多様ですが、共通する
のはそれぞれがとてもイキイキしている
という点です。サークル活動が生きが
いづくりになり、共通の趣味を持つ者
同士の仲間づくりにもつながっているよ
うです。新たに趣味を探している、共
通の趣味を持つ仲間が欲しい、という
方は、公民館のサークル情報をチェッ
クしてはいかがでしょうか。詳しくは
ホームページをご覧になるかお電話で
お問い合わせください。

サークルで生きがい・仲間づくり

ネパール映画上映会 留学生・OBが企画開催！


