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平成 18 年から活動を始めて 11年。婦人会と自治会の有志を募り、前島ロー
ソンの裏手にある「前島北公園（さんかく公園）」を中心に美化清掃活動を
しています。毎朝の花木への水かけ , 月２回の花の植替え、桜の樹木を９本
植樹したのも「前島３丁目なかよし会」なんです。その活動が評価され、今
年の６月に市民憲章実践団体として表彰されました。「通る人が花を見て『よ
い気持ち』と教えてくれた。やりがいがある」と玉城さん。普段何気なく使っ
ている公園。その公園も誰かの手によって整備され守られているのですね。玉城 貴子  会長

（前島３丁目なかよし会）

前島３丁目なかよし会

８月から曙地域で活動開始！

※『パーラー公民館』は、平成２９年度沖縄文化芸術を支える環境形成推進事業
　「移動式屋台型公民館を活用した地域住民主体の「つどう・まなぶ・むすぶ」創造拠点創出事業」として取り組みます。

若狭公民館の指定管理者・NPO 法人地域サポートわかさでは、沖縄県文化振興会の
支援を受けて、曙地域で移動式屋台型公民館「パーラー公民館」の活動を始めます。
公民館のもっとも基礎的で重要な「つどう・まなぶ・むすぶ」という機能を持った最
小限の装置を作り、公園や地域の空きスペースなどで人が集いゆんたくできる場を設
けます。活動は週２回程度。多様な切り口で地域について知ることやモノづくり体験
などのワークショップも開催予定です。子どもから高齢者まで、多くの人が集いお互い
に話し合いがら楽しいことをどんどん起こしていきたいと考えています。乞うご期待！

曙小学校区まちづくり協議会との打ち
合わせとフィールドワークの様子
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サークル紹介

子どものころ、夏休みに入ると朝のラジオ体操か
ら一日が始まりました。体操が終わるとスタンプ
を押してもらい、最終日にもらえるご褒美目当て
に数を競い合ったのを覚えています。
ラジオ体操の歴史は９０年以上前、旧チェコスロ
バキアで全国民が一斉に行う体操「ソコル運動」
を参考に当時の簡易保険局が国民の健康保持増
進を目的として「国民健康体操」の名称で実施し

たのが始まりだといわれています。朝の陽射しを
浴びて体を動かすことで体内時計をリセットし、
生活リズムを整える役割もあるようです。
若狭地域では自治会ごとで実施している所が多
く、子どもから高齢者まで一緒になってラジオ体
操をしていて「地域の子は地域で育てる」という
風潮が伝わってきます。若狭公民館でも毎朝、朝
会の後にうちなーぐちラジオ体操をしていますよ。

【ELIPO エリポ】
 アメリカ人の先生が教える、就学
援助世帯・ひとり親世帯児童のた
めの無料英会話教室です。ゲー
ムなどで楽しく英語を学びます♪  
遊びにきてね！
  活動日：毎週土曜日
  時　間：１０時～１１時５０分
  場　所：第２研修室
  email   ： info@elipojapan.org

福井県社北公民館の田中さん、広
島県玖波公民館の河内さん、そして
沖縄からは繁多川公民館の南さん
をお迎えし、フォーラムを開催しま
した。様々な壁を素敵なアイディア
で乗り越え、地域の方々と一緒に
なって楽しんでいる活動を紹介して
いただきました。

少年
教室 科学のびっくり箱︕

　なぜなにレクチャー
９/３（日）
10:00～12:00

全国で行われているトヨタ自動車の科学工作教室。プロの技術者
から飛行機が飛ぶ仕組みを学び、実際に「もけいひこうき」を
制作して飛行実験をおこないます。
科学のおもしろさを体感できる楽しい講座です。

【講　師】トヨタ技術会の
　　　　       有志メンバー
【場　所】3階ホール
【参加費】   無料
【定　員】40 名　※先着順
【申込み】7/24 ～8/31
　　　　　直接来館か電話

青年
講座 うみそら上映会

健康
講座 ウォーキング講座

少年
教室 手描きアニメ制作

住民主体の 地域づくり
今を生きる者たちへ

戦世からのメッセージ

日本一の公民館から学ぶ！ 合同朝食会 Wakasa
料理クラブ

「沖縄戦デジタルアーカイブ」（沖縄
タイムス社）を用いて、沖縄戦の証
言や避難の足取りなどを当時の航
空写真と現在の地図で比較。また、
戦争体験者の島袋氏から家族を
失った悲しみや戦争の恐ろしさを伺
い、「今を生き、未来を創る」ため
に何ができるのかを考えました。

熊本県の秋津公民館とネット中継を
結んでの合同朝食会。昨年 12 月か
ら若狭公民館の『朝食会』をヒン
トに『朝ごはんの集い』を行って
いるそうです。当日は那覇市長にも
ご参加いただき、おしゃべりしなが
らゆったりとした朝の時間を過ごし
ました！

若狭海浜公園で短編映画や昔の沖縄の風景映像などの上
映会を開催します。ボランティアスタッフも募集中です！
【会場】若狭海浜公園（雨天時：若狭公民館）

イキイキと充実した生活の基本は健康！ 
一緒に楽しく歩き、日頃の運動不足を解消しましょう♪
【講師】堀川恭登　　【参加費】200 円

9/1, 8, 15, 22（金） 
19:00～21:00

朝食会×朝ごはんの集い

毎月１回（全６回）開催。
常備菜や季節のお料理
を、楽しく情報交換し
ながら作ります。１回目
は『鶏ごぼう・きのこと
小松菜の酒蒸し・肉み
そ丼』でした！ブログで
レシピ紹介しています！

7/28, 8/25, ９/29, 10/20
（金）19:30 ～20:30

8/１6（水） 
10:00～13:00

パラパラ漫画のように絵を繋げてアニメーションを作りま
す。最後はみんなの作品を一つにして鑑賞します。
【講師】真喜屋力　【対象】小４～中３【参加費】100 円
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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！

西消防所近くに残る。元は「王府の直営する店」と
いう意味で、「海外貿易で得た財物を販売するおみ
せ」であった。薩摩侵入以後、その役割は那覇の行
政を担う場所へと変化し、那覇港への船の出入り業
務や王府と薩摩の折衡役などを行っていたという。
前の通りでは那覇大綱引きが行われ、後年には路面
電車の停留所が設けられた。その後、熊本鎮台沖縄
分遣隊営所や那覇警察署、山形屋百貨店が建ち、
現在では専門学校となっている。
たくさんの人や物、様々な文化や思いが交差する場所
であり、沖縄の歴史を知る貴重な痕跡を残している。

６月３０日に若狭海浜公園にて「うみ
そら上映会」を開催しました。約１００
名の来場があり、子ども連れの親御さ
んもたくさんいらして大盛況でした！
実は私が子どもの頃、若狭には夏恒例
の「野外上映会」があったんです！
その楽しいイベントがいつの間にか記
憶から無くなりかけていました。子ども
たちがワクワクできて、大人も楽しむ。
そんな上映会を再び若狭で開催したい
という思いでこの上映会はスタートして
います。１０月まで毎月１回実施予定で、
協力者も大募集中です。若狭公民館に
お問合せいただくか Facebook「うみ
そら上映会」で検索してみてください。
お待ちしています！（実行委員：金城）

「ゆんたく会」お待ちしています︕

地域サポート・若狭まち協合同会議

一緒に上映会を
作りませんか︖

昨年度の講座「若狭町ゆんたく会」をきっかけに、
昔の街並みや遊び、懐かしのおやつなどの思い出
話から健康に関することまで様々なことを話し合う
「ゆんたく会」がスタートしています。毎週金曜日
１０時～１２時。お気軽にご来場ください！

※「広報わかさ」に掲載する広告を募集しています。
　若狭公民館（098-917-3446）まで、お気軽にお問合せください。

若狭児童館巨大迷路　『 海の底には… 』
「海」をテーマに大人も子どもも楽しめる迷路を企画しています。サンゴ礁の海、
海の中のきれいな魚たち、深海の不思議な生き物、もちろんみなさん期待の「こ
わ～いコーナー」もありますよ～。
海の家でポップコーンや、かき氷などの飲食販売もあります！

【日時】７月２７日（木）～２９日（土）　１０時３０分～１６時３０分

『 子ども☆夏祭り 』
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。飲食販売やゲームコーナーなどがあり、遊ん
だり食事をしたりおやつを食べたりできます。子ども達と一
緒に地域のみなさんもぜひおこしください！

【日時】８月１４日（金）　１１時～１５時

今年度から、NPO 法人地域サポートわかさ（若狭
公民館、児童館指定管理者）と若狭小学校区まちづく
り協議会の月一定例会議を合同で行うことになり
ました。地域の治安状況や各行事について、児童
生徒の健全育成や環境美化についてなど、様々な
ことについて情報交換、活動計画しています。
毎月第１金曜日。どなたでも参加できます！ まちづくり協議会総会後の懇親会で挨拶する城間市長

「若狭町ゆんたく会」の様子

料理本と絵本は図書館で。
もうすぐ３歳になる保育園時の息子。お
弁当のリクエストを聞いたら、「プリン！」
「…プリンはおかずじゃないよ」「じゃ、
パトカー！」…結局、はんぺんパトカー
のお弁当となりました。そんな車大好き
息子、寝る前にいそいそと車の絵本を
もってきて読み聞かせを要求。楽しいけ
れど眠い…。（図書館長  仲程）
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ご縁結び

夏真っ盛りの７月。みなさまい
かがお過ごしでしょうか？子ど
もたちは夏休み間近でウキウ
キしている頃かなぁ。笑　　
さてさて、若狭公民館でもこ
の夏、講座やイベントをいろ
いろ企画しています！まずは曙
地域へのパーラー公民館、何
をするかはお楽しみに♪そし
て、夏の夜に公園で涼みなが
ら映画を観る「うみそら上映
会」などなど。夏バテしてい
る暇はありません！笑　　　　
体調を整えながら、今年の夏
も楽しみましょう！（知花）

近年、若狭公民館近隣地域でもネパールからの留学生を多く見かけるように
なりました。そこで、若狭公民館では沖縄ネパール友好協会（ＯＮＦＡ）との
共催で、７月２１日（金）「ウェルカム交流会」を開催します。オリエンテーショ
ンでは・交通ルール・マナー・文化の違いを伝えて、留学している沖縄のこと、
今住んでいる那覇地域のこと、若狭公民館のことを知ってもらい、太鼓や三
線のサークル活動を見てもらうことでまちと文化に慣れ親しんでもらいます。
地域に住む一員として歓迎して、みんなで楽しい時間を過ごせたらと思います。

【日時】７月２１日（金）13:00 ～16:00  　【会場】若狭公民館 3Fホール
【主催】沖縄ネパール友好協会（ONFA）　【共催】那覇市若狭公民館
【協力】（特活）沖縄NGOセンター

こどもスタッフ
ボランティアスタッフ
大募集！
『第４回 こども国際映画祭 in沖縄＜KIFFO＞』を
いっしょに盛り上げる「こどもスタッフ」と高校生
や大人の「ボランティアスタッフ」を大募集します！
様々な出会いや発見が待っていますよ！

こどもスタッフ
対　象　９～１５歳
　　　　（小学４年生～中学３年生）
定　員　５０名
参加費　無料

ボランティアスタッフ
対　象　１５歳以上
　　　　　　（高校生以上）

定　員　３０名
参加費　無料

活動日程
ボランティアスタッフのみ　９月１０日（日）１０時～１５時（ランチ付き）
共通　９/１８, ３０, １０/１４, ２２, ２７, １１/２３, ２４, ２５

お問い合わせ　KIFFO 事務局
Eメール　kiffo@kukuruvision.com
TEL&FAX　098-996-1456（平日１０時～１６時）

公
民
館

こ
ぼ
れ
話

熊本市秋津公民館との『合同朝食会』は、インターネット
動画中継で、秋津中央公園仮設住宅とつないでの実施で
した。那覇市長にも参加していただいたにもかかわらず、
音声が聞きづらくちょっと冷や汗をかいたのですが、それ
でも熊本の方々は大満足。喜んでいただけました！ 秋津中央公園仮設住宅


