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津嘉山 剛さん（元若狭公民館館長）

若狭地域文化祭のポスターや若狭公民館ホームページトップのイラストは、毎回
大好評です。そのイラストを描いているのは元館長の津嘉山剛さん。明るくてほ
のぼのとした絵柄同様、優しく誠実な人柄は館長時代から地域の方に親しまれ
信頼を集めていました。津嘉山さんのイラストは若狭公民館以外のところでもよ
く見かけます。ゴーヤー運動、ハイサイ・ハイタイ運動、ひやみかちなはウォーク
のロゴマークやイラストも津嘉山さんによるものです。若狭公民館から異動して
７年になりますが、今でも公民館や地域のことを気にかけくださり、何かと協力
いただいています。今後も素敵なイラストを楽しみにしてください！

ほのぼのイラストで地域貢献

多彩な演舞で魅了！ 体験コーナーでワクワク！第21回若狭地域文化祭

■ 大学生が教える勉強会

１１月１１日、「第２１回若狭地域文化祭」が若狭公民館で開催されました。地域文化の掘り起こしと多世代交流を目的とした催しは、約
５０の地域団体が連携・協力して企画運営しています。 天候の都合で日程や会場の変更がありましたが、文化祭当日は多くの方にご来
場いただき、大いに盛り上がりました。 舞台発表は、ジュニアジャズオーケストラ那覇ウエストの演奏で幕を開け、保育園児による可愛
らしい演舞、地域を中心に活動する団体によるエイサー、ダンス、民謡など、多彩な演目で会場を魅了しました。 また、児童を対象とし
た体験コーナーでは、壺屋焼物博物館による出張展示とタイルに絵付けする赤絵体験、若狭児童館のエアートランポリンがあり、１階
の若狭図書館でも読み聞かせとものづくりを実施しました。

ちょこっとハロウィン

泊高矼と電車鉄橋
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サークル紹介
【 Hau ʻoliʼ ʻoliʼ Wakasa 】

HawaiianSongを聴き歌いながら、
皆で楽しくHula をします。
笑いがいっぱい集まってくるような
幸せな会を目指しています。
  

ハウ オリオリ ワカサ

日頃の運動不足と生活習慣病の予防と改善
を心掛け、健康でより楽しい日常を送ること
を目指してウォーキング講座を行いました。
受講者からは「新しく変わった若狭の海岸
線を歩いたり、みんなでおしゃべりしながら
ウォーキングの楽しさを感じられ、大変よ
かった。これからもぜひ続けていきたい」
という意見もいただき、ひやみかちなは
ウォークの参加にも繋がったようです。

楽しくウォーキング
おもちゃの交換会と防災プログラムを合わせ
たイベント！  本番当日は、ほどよい曇り空
で野外プログラムもやりやすく、総勢２００
名を超える地域の方々が参加しました。防
災体操やバケツリレーに水消火器的あてゲー
ム、クイズや人形劇を交えたプログラムで、
生活の中で活かせる防災知識を楽しく学び
ました。大人も子どもも一緒に楽しんだ 1日
となりました。

リッカ！ヤールーキャラバン！ うみそら上映会

戦前の学校と教育 1２/６（水）
14:00～16:00

戦前の那覇市（首里・真和志・
那覇・小禄）の学校について、そ
の当時の学校所在地や教育を振り
返ります。校歌集や教職員名簿な
どの資料から懐かしい記憶が思い
起こされるかもしれません。当時
を知る方、ご興味のある方、ぜひ
ご参加ください。

【講　師】島袋 文雄（元那覇市教育史編纂主任）
【場　所】那覇市若狭公民館　第１研修室
【対　象】那覇市在住在勤の方
【参加費】  ５００円（資料代として）

地域
連携 CGG 年末美化清掃 プラス ONE

旭ヶ丘公園、若狭海浜公園、若狭中通り等の周辺を清掃
します。終了後には振舞いなべ（豚汁）もありますので、
ふるってご参加ください♪

地域
連携 新春 もちつき大会

地域の方々の健康と子どもたちの健やかな成長を願って、
餅をつきます。一緒にお餅を食べながら、新たな年を祝
いましょう♪ 子ども達によるかわいい余興もお楽しみに！

2018.  1/６  （土）
10:00 ～

12/10  （日）
9:30 集合うきしま

大学

佐藤 純子１４

パーラー公民館スタッフの佐藤純子です。
あけぼの公園に来るようになって早３か月。
パーラー公民館では、絵や歌・映画作りなど
の個性的なワークショップに加え、地域の方と
連携をとりながらイベントを開催したり、緩や
かな盛り上がりをみせています。道を歩いてい
ると声をかけられることも増えてきました。
残すところ後 １ヶ月になってしまいましたが、

地域に何かしら足跡を残せているでしょうか。
集ってくれる子どもたちが大人になった時「昔、
公園にパラソルが立っていてさ、黒板机に落書
きしたり、飲み物やお菓子をもらったりしてい
たよねー」なんて話題にしたり、将来同じよう
な事を始める子がでてきたら面白いなーと思い
ます。覗きに来てみて下さい。月曜と金曜、
あけぼの公園で待っています。

６月から毎月１回開催の上映会。地域の青
年の声がきっかけでスタートし、回を重ねる
ごとに地域の方々や中高生がスタッフとして
参加し内容も充実してきました。１６ミリ映
写機での上映やクレイアニメ、辻のジュリ馬、
沖縄を題材にした短編映画など幅広い内容
を上映しました。実は十数年前にも地域で
行われていた「野外上映会」。地域の新た
な（復活した？）魅力になりつつあります。

【集合場所】若狭海浜公園 
【持参するもの】軍手、チリバサミ、ほうき、タオル、帽子等

【 会　  場 】若狭公民館（正面玄関前）
【持参するもの】マイ食器（皿・箸・コップ）

活動日：毎週月曜日（第３を除く）
時　間：１３時３０分～１５時３０分
場　所：第２研修室

写真提供：那覇市歴史博物館 
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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！

※「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。

お世話になった児童館をきれいにして、その後はお楽しみ会で
楽しいゲームなどをしましょう♪

小・中学生のみなさん、一緒に募金活動に参加しませんか？
地域のみなさん、ぜひ子どもたちの応援に来てくださいね♪

残暑も過ぎて、ようやく過ごしやすい季節
になってきました。部屋の中だけではなく、
外で読書するのも素敵ですね。１０月から、
パーラー公民館で移動図書館もはじめまし
た。子どもにも大人にもおススメの本を
持って出前します。リクエストがあれば読
み聞かせもしています。パラソルの下で読
書してみませんか♪（図書館長  仲程）

秋恒例のウォーキングイベント。各コー
スそれぞれの特徴を満喫しながらの
ウォーキングで、公民館利用者は「大
門まーい」を歩いた方が多かったよう
です。昨年度とコースの一部が変更に
なりましたが、歩きやすい天候だった
こともあり、それぞれのペースで楽し
めたようですよ。公民館でのウォーキ
ング講座に参加された方も多く、ボラ
ンティアスタッフとして関わった方もい
ました。運動を継続するのはなかなか
難しいですが、こうしたイベントがある
と、ひとつの目標になったり声をかけ
あって参加したりと運動を楽しむいい
機会になっているように思います。

ひやみかち 
　なはウォーク！

参加者募集　歳末たすけあい募金！

【 日時 】 １２月２日（土）　１４時～１５時
【 場所 】国際通り ドンキホーテ前
　※１３時に若狭児童館に集合して、みんなで現地へ行きます！

参加者募集　年末大清掃&お楽しみ会！

【 日時 】１２月２７日（水）
【 場所 】若狭児童館
　※詳しくは、「児童館だより １２月号」または直接お問合せください。

泊高矼と電車鉄橋
（とまりたかはし と でんしゃてっきょう）

ちょこっと☆ハロウィン  

まちかど特定健診  

曙小学校区で活動している『パーラー公民館』。
「ハロウィンイベントをやろう！」と思いつき、
集まってくる人に話をしているとだんだん広が
り、参加者２００名ほどの大きなイベントになり
ました。地域の方々はじめ、企業など多くの方
にご協力いただきました。子どもたちはもちろ
ん、大人の皆さんも楽しそうでした。

１１月 5 日、若狭公民館ホールにて「まちかど
特定健診」を実施しました。主催は、若狭小
学校区まちづくり協議会。医療法人陽心会の
協力のもと、地域の健康増進を目的に毎年行っ
ています。日曜日の徒歩圏内で実施とあって、
４０名以上の地域の方々の参加がありました。

国道５８号線の安里川河口に架かる橋。今では見ら
れない電車が通るための鉄橋と人々が往来する橋が
並んでいる。電車が通過する際は大曲りするので高
い軋音をたてたという。古琉球時代から架けられた
のではないかとされており、橋の下を船が往来でき
るように橋脚を高くしたことから、その名が付けられ
たようである。橋からの眺望は素晴らしく沖縄三大
名橋のひとつにあげられた。何度かの修繕や沖縄戦
での破壊もあったが、現在も沖縄の大動脈を支える
重要な橋となっている。通る際は、当時に想いをは
せてみるのもおもしろいかもしれない。「泊高矼と電車鉄橋」　戦前

　　　　　　　　　　　 　写真提供：首里 琉染 
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ご縁結び

Wakasa 料理クラブ
レシピ紹介 「 フライパンで簡単！　食パン キッシュ 」

《材料》 ４人分
食パン（５枚切り）　・・・・・・・・・・・・　４枚
ほうれん草　　  　・・・・・・・・・・・・　４枚
ベーコン              ・・・・・・・・・・・・　8枚
玉ねぎ　　　　　 ・・・・・・・・・・・・　１個
牛乳　　　　      ・・・・・・・・・・・・　２００cc
生クリーム　　      ・・・・・・・・・・・・　２００cc
バター・塩・コショウ　・・・・・・・・・・・・　適量

《作り方》
１． フライパンにバターを熱し、ベーコンと薄切りした玉ねぎを炒める。
　玉ねぎがしんなりしたら、ほうれん草を加え塩・コショウで味を整える。
２. ボールに卵・牛乳・生クリームを入れ、空気を含むように混ぜる。
３． 食パンの白い部分を押しつぶして器を作る。（穴を開けないように）
４．  １と２を混ぜ、３に流し込む。コショウをふり、トースターで５～８分焼く。

そろそろ年越しの準備を始める時期
になりました。みなさまにとってど
んな年でしたでしょうか？　今年は
台風の影響で地域文化祭が延期に
なったりしましたが、無事に成功さ
せることができました！　さてさて、
年末の大掃除もしなくては！年季の
はいった建物の若狭公民館ですが、
日頃から清掃の方が丁寧にお掃除し
てくださるおかげで、気持ちよく過
ごすことができています。壁や床は
職員が補修しながら、どうにかこう
にか…笑。モノにも魂が宿るといわ
れます。日頃の感謝を込めて、そし
て新年を心地よく迎えられるように
準備したいものですね。みなさまも
良いお年をお迎えください♪

大学生が教える勉強会「土曜朝塾」
教員志望の大学生がインターンとなり、事前研修で学んだ後、家庭
学習支援とオリジナル授業を行う「土曜朝塾」。今年も10月から開
催しています。対象は、若狭小・天妃小・那覇中・上山中の小学4年
～中学3年生で、若狭児童館と上山中学校地域連携室を会場に12月
9日まで毎週土曜日実施します。教科の枠を超えて楽しみながら学
べるオリジナル授業と大学生との交流は、子どもたちの学習意欲向
上にもつながっているようです。

上山中学校地域連携室 若狭児童館


