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泉崎交差点の歩道橋からふと下に目をやると、龍の頭が出現します。そこ
は昔「泉崎ロータリー」があった場所で、事故や渋滞が多発することもあり、
平成１９年４月に「久米ポケットパーク」として広場が整備されました。久
米１丁目自治会の皆さんが当番制で毎日水やりを行い、年に２回花を植え
替えています。また、「久米村（クニンダ）」を案内する石碑も設置され観
光にも一役買っています。自治会の皆さんが気張らず楽しみながら管理し
ており、笑顔が交わる憩いの場として多くの人に愛されています。
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久米１丁目自治会久米ポケットパーク ～地域でつくる憩いの場～

久米ポケットパーク（旧泉崎ロータリー）

日本一の公民館から学ぶ！

地域サポートわかさ10 周年記念フォーラム

住民主体の

第
２
弾 地域づくり地域づくり 6/15（木）

18:30-21:00

今年は、若狭公民館および若狭児童館の指定管理者
を務める地域サポートわかさの NPO 法人認証１０周年
です。そこで、この１０年で地域がどのように変わり、
またこの先１０年を見据えてどのような取り組みを行う

べきか、防災・防犯をテーマとした地域づくりフォーラ
ム『地域でしゃべり場』を４月２０日に開催しました。
各関係機関の取り組み紹介のほか、なかなか地域活動
に参加できない方々へのアプローチについて様々な提
案がなされました。安全安心な地域づくりには、顔の
見える関係づくりが必要であることを再確認しました。

地域サポートわかさ１０周年フォーラム第２弾として、全国の優良公民
館から地域づくりについて学ぶ場を設けます。事例紹介していただくの
は、福井県の福井市社北公民館と広島県の大竹市立玖波公民館、そし
て県内からは那覇市繁多川公民館です。社北公民館と玖波公民館は、
文部科学省「全国優良公民館表彰」において、H25 年度、H26 年度に
グランプリを受賞しており、地域と密着した魅力的な取り組みが高い評
価を得ています。それぞれ公民館の設置状況や地域性の違いはありま
すが、様々な工夫を重ねながら地域の方々と共に取り組んでいる活動は

地域づくりを進めるうえでたくさんのヒントを与えてくれると思います。
自治会や PTA、そのほか、地域活動に関わる多くの方に足をお運びい
ただきたいです。入場無料ですので、お気軽にご来場ください！
【日時】6月15日（木）18:30-:21:00　【会場】若狭公民館ホール

『地域でしゃべり場 ～地域防災・防犯について考える～』　【日時】4月20日（木）18:30-21:00　【主催】NPO 法人地域サポートわかさ　【共催】若狭小学校区まちづくり協議会
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サークル紹介
４月から若狭公民館採用になりました。与儀
です。公民館スタッフとしては新人ですが、若
狭公民館には去年の「リッカ！ヤールーキャラ
バン！」のころからスタッフとして関わっていた
ので、皆さん顔馴染みですぐ打ち解けることが
出来ました。自称健康オタクで普段はお野菜
中心の食事を心掛けています。甘いモノが好
きでやめられません。与えないでください（笑）

今年の目標の一つ「サプリメントアドバイザー
の資格を取る」ための勉強もしています。一
発合格して講座で皆さんにお伝え出来るぐらい
知識を深めていきたいです。
若狭公民館では施設、備品の管理及び修繕を
担当していますので、はしごに登って作業して
いる男性スタッフがいたら僕です（笑）よろし
くお願いします。

今年度の若狭公民館講座・事業

若狭公民館定期利用サークル
若狭公民館では、多種多様な自主サークルが定期的に活動を行っています。それぞれとても魅力的で、共通の趣味を持つもの同士が和気藹々
と楽しくイキイキと活動されています。新年度に入り新しいことを始めたいと思われている方は、ぜひ一度見学に来てください！

世代を超えた交流事業

大人対象の事業

子ども対象の事業

※ 講座のタイトルや内容、実施時期については変更する場合もあります。
　 あらかじめご了承ください。

No サークル名 ジャンル 活動日 時間 No サークル名 ジャンル 活動日 時間 No サークル名 ジャンル 活動日 時間

1 自治会 18 わかさストレッチ 健康体操 火 35 あじさいの会 日舞 火

2 若草の会 デイサービス 19 健康体操 月 36 秋桜の会 日舞 火

3 那覇第２民児協 民児協 20 自彊術愛好会 自彊術 水 37 青空民踊 民舞 水

4 若狭小学校区まちづくり協議会 まちづくり 21 ベリーダンス 水 38 ギターラ・アミ クラシックギター 土

5 英会話サークル 英会話 火 22 バイレの会 フォークダンス 月 39 Ｍｉｌｉ Ｍｉｌｉウクレレサークル ウクレレ 月

6 翔苑会 書道 火 23 ＦＤＣひまわり フォークダンス 水 40 ブラジルサンバ練習会 打楽器 金

7 中国語教室友の会 中国語 金 24 フォークダンス 水 41 若狭カラオケサークル カラオケ 金

8 若狭かな書道サークル かな書道 25 フォークダンスアイレ フォークダンス 木 42 混声合唱団アミーチ 合唱 水

9 若狭洋裁サークル 洋裁 月 26 むつみ社交ダンスサークル 社交ダンス 月 43 城岳混声合唱団 合唱 火

10 わかさ紅型サークル 紅型 土 27 スポーツダンス若狭 社交ダンス 日 44 童謡と唱歌を楽しむ会 歌

11 若狭パソコンサークル パソコン 月 28 社交ダンス 月 45 ゆるリラボイスめかりん ボイストレーニング

12 写真の歓び研究会 写　真 29 台湾民俗舞踊サークル 民俗舞踊 火 46 若琴の会 大正琴 火

13 自助グループ 水・日 30 サークルアロアロ ハワイアンフラ 日 47 沖縄琴正会 大正琴 日

14 うちなーかるた会 かるた 31 中国武術サークル カンフー 土 48 若狭島うたの会 三線／島唄 木

15 はじめま専科詩吟錦城会 詩吟 32 若狭空手教室 空手 月 49 トランペット会 トランペット 金

16 若狭ヨーガサークル ヨガ 木 33 那覇黄金太鼓 創作エイサー 月

17 操体法サークル 健康体操 木 34 若狭ちむどんどん太鼓 子どもエイサー 火・木

若狭2丁目自治会 第3日 19～21 19～21 16～18

第2・4木 13～16 HBへそクラブ 17～18 14～15

第2金 13～15 19～21 13～15

第4月 18半～20半 ベリーダンスＷakasa 19～21

19～21 10～12 10～12

19～21 10～12 19～21

19～21 すずらんFD愛好会 13～15 13～15

第1・3火 10～12 10～12

13～15

10～12 14～16

10～12 てぃだの杜WAKASA ダンス 10～12

第3月 13半～15半

GAてぃーだグループ 18～20 10～12

第2土 13～18 10～12 19～21

月1土・日 13～18 18～19

10～12

19～21 17～18

19半～21半

18半～21半

19半～21半

19半～21半

19半～21半

10半～12半

19半～21半

19半～21半

18半～21半

19半～21半

13半～15半

第1・3水

第2・4金

那覇中・上山中生徒対象
ナイトウォーク新春もちつき大会

公民館まつり

CGG年末美化清掃

【トランペット会】
 初心者から経験者まで、誰で
も参加できる内容で練習をして
います。ご興味ある方はぜひ見
学に来て下さい。
  活動日：毎週金曜日
  時　間：１９時半～２１時半
  場　所：第２研修室 

こども宿泊自然教室

トヨタ・なぜなにレクチャー
科学工作教室

イザ！カエルキャラバン！
防災×おもちゃの交換会

料理教室
１２月まで毎月１回開催

星空上映会
６月～１０月まで
毎月１回開催

こども国際映画祭 in 沖縄

若狭地域文化祭

家庭教育学級地域歴史講座

ウォーキング講座

5月
6月

7月

9月
10月

11月
12月

1月
2月

3月

こども動画教室 8月

今年度も若狭公民館は
「知る」「学ぶ」「遊ぶ」
「繋げる」「取り組む」
をキーワードに、多種
多様な講座・事業を企
画しています。記載し
ている事業のほかにも
魅力的な事業を検討中
でので、ホームページ
やフェイスブックをご確
認ください！

若狭公民館へ
 Let’s go!



2017年5月20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！

天久から安謝にかけての坂道。現在の国道５８
号線がその位置にあたり、近くにナナユヒーと
いう集落があったことから名付けられた。安謝
川に向かって下りの地形だが、現在は高架橋が
かかっている。かつては急勾配で、中北部と那
覇を結ぶ主要道路の一部であり、戦後は軍道
１号線、本土復帰後は国道５８号線となった。
那覇の港に向かって馬車が砂糖を運んでいた坂
道は、時を経て多くの車が往来する沖縄の大動
脈となった。呼び名は変われど、人々の生活を
支え続けてきた道である。

先日の新聞で「観光客を歓迎するため国
際通りにプランターを設置したが、その中
にごみのポイ捨てが頻発しているため一部
を残して撤去を決めた…」という記事が載っ
ていました。残念ですネ！
若狭地域でも外国からの観光客を歓迎す
る気持ちと共に、安全安心できれいなまち
づくりをしようと、各団体が協力して公園
などの植え込みに花を育てています。咲き
誇る花を眺め、心癒されていますが、やは
り植え込みのごみが気になります。先日も
地域の方が「ゴミ袋 2 つ分のごみを集めた
よ」と話していましたが、ごみのポイ捨て
は観光客だけの問題ではありません。みん
ながマナーを守って、気持ち良く生活出来
るにはどうしたら良いか考えてみましょう。

波の上ビーチ海開き︕

ようこそ︕校長先生 那覇中・上山中

前田比呂也 校長
（上山中学校）

山城良嗣 校長
（那覇中学校）

花いっぱい♡
ゴミいっぱい？

４月１日、波之上ビーチの海開きがあり、若狭ち
むどんどん太鼓が幕開けの演舞と海開き宣言を行
いました。待ちわびた子どもたちは遊泳開始の合
図と同時に歓声あげ入水しました。那覇市唯一の
遊泳ビーチで夏を楽しんでほしいです。

若狭公民館エリアの中学校２校、それぞれ新しい
校長先生が赴任しました。那覇中学校の山城良嗣
先生の専門は数学、「可能性を感じている。それ
を伸ばしていきたい！」と張り切っています。上山
中学校の前田先生は美術が専門で、校舎エントラ
ンスに「サモトラケのニケ（勝利の女神）」の写真
を展示し、生徒たちへメッセージを送っています。

若狭児童館は、週末になると開館を待つ子供たちもいるほど
人気の児童館、乳幼児の親子が集う「よつば」に、「キッズ
ダンスクラブ」地域の皆さんの「卓球クラブ」と、いつも笑
い声が絶えない様子です。夕方になると中学生の姿も…６月
からは新たなクラブや、夏休みの迷路に向けての実行委員会

が始動、詳しくは若狭児童館ブログをご覧ください。
また、今年度から毎月第３日曜日「家庭の日」ということで
児童館は閉館となりました。「家庭の日」とは、家族みんな
で顔をそろえ子どもたちの健やかな成長を願う日です。ぜひ、
ご家庭で楽しいひと時をお過ごしくださいね♪

若狭図書館より
館長紹介
４月より若狭図書館の分館長として異動
してきました、仲程あや子です。よろし
くお願いします。最近よんだ本で面白
かったのは「うたうとは小さないのちひ
ろいあげ」という本。途中で止められな
くて寝る時間を削って一気によみました。
他にも面白い本、図書館で紹介してます
ので、ぜひお立ち寄りください。(̂ )̂/
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今年度最初の広報わかさです。
編集作業をしている今は夏の到
来を感じる暑さ。みなさんのお
手元に届く頃には梅雨にはいっ
ているでしょうか？４月から新た
な環境での生活が始まった方も
多いと思います。少しずつ環境
にも慣れる５月、疲れがでやす
い時期だといわれていますが、
日々の生活の中でリラックスす
る時間も大切にしたいもので
す。家族や友人との会話もその
ひとつ。いろいろな情報が集ま
る公民館の広報誌を話しのネタ
に使っていただけると幸いです。
（知花）

ご縁結び

朝食会×朝ごはんの集い
若狭公民館 熊本市秋津公民館

※5月の「朝食会」は、5月27日（土）開催です。

施設修繕 ビフォー

熊本市秋津公民館では、若狭公民館で毎月実施し
ている「朝食会」に触発されて、昨年12月より「朝
ごはんの集い」を開催しているそうです。「朝ごは
んの集い」では、熊本震災による仮設住宅の方々
がそれぞれおかずを持ち寄り交流を深めています。
「朝食会」がほかの地域に飛び火していることを知っ
て「ぜひ見に行きたい！」と思っていたところ福岡
出張が入ったため、足を延ばして熊本まで行くこと
にしました。6月の朝食会は、インターネット中継で
熊本と繋ぎ、『合同朝食会』を実施します。

　【日　時】6月24日（土）8時半～10 時半
　【参加費】100 円　※おかず一品持ち寄り
　【会　場】若狭公民館２F実習室

befor after
開館２６年目を迎える若狭公民館、施設の傷みも目立つようになっ
ていますが、利用者に気持ちよく使ってもらえるように少しずつ修繕
を進めています。室内壁面のテープで貼った跡や表面が剝がれてい
るところを業者の指導のもと、男性職員（小坂・与儀）が補修を
行いました。壁面全部を塗り直すのは（予算の都合で）難しいため、
壁面の傷が目立たなくなるよう部分的なアンチエイジング塗装を施
しました。下が補修する前と後の写真です。少し若返った若狭公民
館で生涯学習を楽しんでいただけると幸いです。

befor afterbefor after
公
民
館

こ
ぼ
れ
話

人気バンド HY のテレビ番組「ゴーゴーゴーヤー」（OTV）の６月
３日放送は、妖怪の伝承地を巡る企画です。これは若狭公民館
講座「わかさ妖怪さんぽ」がもとになって生まれた企画。若狭公
民館も撮影協力しました。要チェックです！


