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第　 回22
若狭地域文化祭若狭地域文化祭

　　　風接近に伴う強風の中、無事「第２２回若狭地域文化祭」を開催する
　　　ことができました。舞台発表のオープニングは、ジュニアジャズオーケストラ
おきなわ那覇ウエスト。今期のメンバーにとっては初舞台ということでしたが、幕開けにふさわしい堂 と々した演奏でした。保育
園児によるマーチングやエイサー、ダンスが続いた後は、地域の各団体による演舞で盛り上がりました。今年の舞台発表の目玉
は「働くおじさんファッションショー」。交番長や郵便局長、宮司、自動車教習所教官など多彩な職業の男性が仕事着で舞台に
上がり、それぞれの職業の魅力をアピールしました。こどもイベント広場では、若狭児童クラブや沖縄福祉保育専門学校による
ゲームコーナーの他、ヤギとのふれあいコーナー、ボーイスカウトの体験ブース、そして若狭小学校運動場にて大型遊具「りゅ
うちゃんふわふわ」も出現しました。出店コーナーは、天妃小学校130周年期成会をはじめ、若狭ハーリー同好会、就労センタ
ーふくぎなど、今年初参加の団体もあって例年以上に充実しており、来場者から好評を得ることができました。そして今回の最
大の特徴は、在住ネパール人による歌やダンスの披露とネパールカレーの出店があったことです。昨年から続けている若狭公
民館での地域交流事業が、このような形で繋がっているのが嬉しいです。

台

今年は、
ネパールカレーの屋台、歌やダンスの舞台発表もありました
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公民館講座・事業で得た情報を中心に生活に役立つ
防災情報やお料理レシピを紹介します！

パーラー公民館日記

知って
得する

空手サークル

今年度から始まった新しいサークルです。
沖縄小林流の伝統空手を継承するため、
日々精進しています。
「継続は力なり」年齢は問いません。親
睦を図ることを目的としていますので、初
心者も大歓迎です。一緒に稽古しましょ
う。

【活動日時】 毎週水曜日 19:３0～21:３0　【活動場所】 第２研修室

暮らしの技暮らしの技

１0月30日、通常開館と合わせて行った『ちょこっ
とハロウィン』は大賑わい。曙まち協はもちろん、
PTCAや近隣の事業所等、多くの方々の協力で、
子どもたちは楽しく地域を廻ることができました。
また、最近は「ZINE KIOSK」を持って様々なとこ
ろに出向く『おでかけパーラー』も行っています。
10月21日は、なんと！石垣島に行っていました。
石垣市子どもセンターで『ZINEをつくろう』
ワークショップを開催！こちらも盛り上がり
ましたよ♪

今後の開館予定

通常開館　12/2,12/22

12/22は、大感謝祭！
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災
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理

サークル紹介

公民館講座・サークル
つどう・まなぶ・むすぶ

公民館では、子どもから高齢者まで、あらゆる世代を対象とした様 な々講座や事業
を開催しているほか、多様な自主サークル団体が活動しています。
少しでも興味が持てたら、お気軽にご連絡ください。

【お問合せ】098-917-3446 / info@cs-wakasa.com

新聞紙・ポリ袋が大活躍！
非常時は手元にある限られた物の中で工夫
することが求められます。非常グッズとして準
備しておきたいものはいろいろありますが、そ
の中でも新聞紙やポリ袋は汎用性があり便
利。「リッカ！ヤールーキャラバン！」でも登場
したものをいくつかご紹介します。

地域
連携

地域
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 新春 
もちつき大会

1/5（土）10:00～12:00

一緒にお餅をついて、地域のみなさ
んの健康と子どもたちの健やかな成
長を願いましょう！

CGG年末美化清掃
プラスONE

12/16（日）9:30～

今年１年の締めくくり年末清掃。きれ
いな地域で気持ち良く新しい年を迎
えましょう！　清掃後は毎年好評の
「ふるまい鍋」もありますよ♪

少年
教室

☆ゴミ減量のためマイ食器（皿・箸・コップ）
　をご持参ください。
☆お餅の持ち帰りはご遠慮ください。

子どもたちによる
演舞などもお楽しみ
ください！

・ 食器に被せて洗いものの水節約に。
・ 手袋代わりに。
・ 空箱に重ねてバケツ代わりに。

南の島の南極教室
10月13日（土）に南極越冬隊OBの方
々をお迎えし、さらに南極昭和基地と
ネット中継を繋いで開催しました。リア
ルな南極を知るとともに、沖縄とは全
く異なる環境のことや地球規模の視
点を持つ面白さを学びました。南極の
石やペンギンの卵に触れたり、防寒服
を着てみたり、南極の氷に閉じ込めら

れた数万年前の空気が弾ける音を聞
いたり！子ども達からは、「南極で一番
感動したことは？」「なぜ南極に行こう
と思ったのですか？」などの質問もあ
り、とても興味深く楽しい時間になり
ました。ちなみに、南極の情報は国立
極地研究所のホームページから閲覧
できます。

健康
講座

市民
講座楽しくウォーキング ～週に３日のウォーキングを習慣に！～

10月3日（水）に伊集さん、島袋さんのお二人の講師
をお迎えして開催しました。戦前は琉球王府に納め
る焼きものの産地として栄え、戦後は復興の出発地
点として地の役割を担った壺屋地域。発展と衰退を
経験しながらも好機を逃さず、知恵を出し合いながら
歩んできた歴史
を学ぶと、壺屋の
人々や沖縄の人
々の生きる強さ
が感じられまし
た。

３回（9/21、10/5・29）にわたって開
催した健康講座。講師の堀川さんのユ
ーモアたっぷりの座学で基礎知識や
歩き方・効果を学び、身体の歪みチェ
ックやストレッなどをした上で実践！
若狭バースや繁華街など、毎回いろん
なコースを歩き、夜の街並みも楽しみ
つつ、身体を動かす気持ち良さも感じ
ながらのウォーキング。ひやみかちウ
ォークに参加する方もいて、みなさん
積極的！講座は終了しましたが、有志

で今後も続けることになりましたよ。
詳しくは広報誌裏面の「掲示板」をご
覧ください。

・ 棒状に丸めて骨折時の添え木として。
・ 寒さを防ぐために利用。
  （敷布団や毛布かわり、服や靴下の下などにまく）
・ 折りたたんでスリッパに。

◆ ポリ袋
 ビニール袋

参加者募集！ ※一部変更になる場合もございます。
　詳しくはお問い合わせください。

講座・事業報告 ※ブログ「公民館つれづれ日記」及びフェイスブックでもレポートしています。講座・事業報告

参加者募集！

市民
講座

少年
教室

青年
講座 うみそら上映会④

地域
連携

９月15日（土）、２回目の教室
はモモ、じゃがいもと大根のア
チャル、ティヤです。モモは餃
子のようなもので、皮から手作
り。アチャルは具材の組み合わ
せがおもしろく、毎回いろんな
発見が！おいしくて幸せな時
間を共にすることで、異文化へ
の興味がより深まりました。

ネパールの
家庭料理教室〈9月〉

地球ハートクラブ
環境出前講座

10月21日（日）に「生ゴミをギ
ュッとしぼって減らす作戦を考
えよう！」を開催しました。ひと
手間でゴミの量や焼却エネル
ギーを減らせるのだそうです。
毎月、海岸清掃をしている子ど
も達。ゴミの量を減らすことも
学んで、改めて環境について考
える日になりました。

全国公民館集会で
生中継！

11月2日に東京で開かれた
『全国公民館研究集会』で、
会場とパーラー公民館をネ
ット中継しました。ジャーナ
リストの池上彰さんをはじめ
とした豪華パネリスト陣もパ
ラソルの下に集う地域の方
々の生き生きした様子に和
んでる様子でした。

10月12日（金）に今年度最後
の上映会（作品：『愛と藍』『いじわる
狐ランボー』『70年代の子どもたち』）を
行いました。雨天のため室内開
催となりましたが、参加者同士
の距離が近くなり、これもまた
いい感じ♪上映会を曙地域へ
展開することもでき広がりをみ
せています。

◆ 新聞紙

じゃがいもと大根のアチャル 

【材 料】４人分
   じゃがいも・・・・・大２個
　大根・・・・・・・・・ 1/4本
　赤玉ねぎ・・・・・ 1/2個
　パクチー・・・・・・ 適量
　レモン果汁・・・・ 適量
　油・・・・・・・・・・・ 適量
　すりごま・・・・・・ 適量

じゃがいもを一口大に切ってゆで、冷ます。
大根は細い短冊切り、赤玉ねぎは薄切り、パク
チーとニンニクはみじん切りにする。
赤玉ねぎを軽く炒め、上記の具材と混ぜ合わ
せる。
フライパンで●の材料を炒める。
すりごま、レモン果汁、上記の３と４を混ぜ合わ
せたらできあがり！

●ニンニク・・・・・・・適量
●生姜・・・・・・・・・ 適量
●メティ（フェヌグリーク）・・ 適量
●ターメリックパウダー・ 適量
●クミンパウダー・・・・・ 適量
●コリアンダーパウダー・ 適量

1
2

3

4
５

場
持
若狭海浜公園 集合
軍手、タオル、帽子、清掃用具
（ほうき、鎌、ちりバサミ等）

戦前・戦後の
壺屋からみる沖縄の姿

場

費

若狭公民館
正面玄関前
無料

イベント案内
12/26　『みんなで考える“公民館”のこと。』

12/27　『モヤモヤ読書会。』
※詳細は、お問い合わせください。

石垣のZINEづくりも
盛り上がりましたよ♪

仮装もバッチリ！「トリック オア トリート！」

wakasaair




地域ニュース

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！

まちの

宝
足元の地域から世界まで
　　　　　　　深みのある人間関係を

まちの

宝 「クリスマス」

最近ではハロウィンの賑わいに押さ
れている感じもするクリスマスですが
イルミネーションやクリスマスソング
を聞くとやはりウキウキした気持ちに
なります。プレゼントという言葉が思
い浮かぶからでしょうか？笑。南国の
クリスマスを描いた今回のイラスト。
みなさんへの小さな贈りものです♪

職員コラム

まちの声
地域を知る
この一枚

バジル・ホール
来琉二〇〇周年
記念碑

若狭児童館情報
☆ブログにて配信中☆ → http://wakasa867.ti-da.net

電話番号　098-867-7266
開館時間　10時-18時
休館日　　祝祭日・慰霊の日・年末年始

イラスト紹介

「玉城流翔節会家元 玉城節子」言わずと知れたお名前です。
幼い頃から観たものをすぐに真似して踊ってみせるほど踊りが
大好きだったそうです。数々の賞や国指定重要無形文化財の
認定を受け、琉球舞踊を代表する舞踊家であると同時に、ボ
ランティア精神に溢れる方でもあります。『自分は地域に育て
られた』という思いがあり、台風後は家族総出で街路樹の片付
けをしたり、地域行事に積極的に参加するなど様々な形で地
域貢献をされ、国際的な活動もされています。こうした他者
に対する思いやりはご両親やご主人の影響も大きいのだ
そうです。「芸は人なり」。道場には「素直・謙虚・感謝」
の文字が掲げられ、白く透明感のある心持ちで踊り
に向き合うことを心がけているそうです。芸を愛す
る舞踊家としての存在感はもちろんのこと、少女の
ような好奇心に満ちた瞳、凛とした女性の強さを
感じる人柄は人々を魅了してやみません。

今回は古い那覇の本をご紹介。『那覇今昔の焦点』という本で、
その名のとおり昔の那覇のことが書かれた本です。
地域ごとの様子も書かれていて、若狭町の項目では「唐船ドー
イ！の声に、まっさきにわき立つのは、若狭町の住人だった。」と
あります。ほかにも、久米町、天妃町、波之上界隈などの様子も
生き生きと描かれていて、昔の那覇を知る資料としても、読みも
のとしても、とても面白く読めます。ちなみにこの本の初版本は
復帰直前の昭和46年。定価は4ドル50セントでした。

『 那覇今昔の焦点 』 沖縄文教出版 / 出版 

いつも賑やかな児童館。11月には中高生、短大からのインターンシップを迎え来年の児童
館祭に向けて、じゃがいもや玉ねぎの植え付け、花壇の手入れなども行いました。１２月は
歳末助け合い募金の該当活動も行いますよ。

「 子どもフェスタ 」

若狭公民館HP等でお馴染みの元館長・津嘉山さん
のイラストを紹介するコーナーです。
このイラストは、若狭公民館ブログ「公民館つれづ
れ日記」にも掲載しています。

10月25日、曙小学校でマグ
ロの解体ショーと料理教室
の授業が行われました。生
のメバチマグロが目の前で
目の前でさばかれ、その後
は実食。地域の特性を知り、
食材に触れることで、より地
元に誇りを持てるようにな
る。子どもたちにとっても素
敵な時間になったようです。

まぐろ解体ショー
in 曙小学校

バジル・ホールを知っていますか？ 野菜のバジルの品種ではありません、人名です。ホールは
18世紀末に英国で生まれ、その後英国海軍士官として琉球にやってきました。1816年、ペリー
が琉球へやって来る37年も前のことです。寄港後は42日間滞在したそうですが、その時のこと
を『朝鮮・琉球航海記』（1818年発行）にまとめています。その本のなかでホールは、19世紀
初頭の琉球の人々の国民性、社会性、言語の詳細について記し、琉球のことを広くヨーロッパに
紹介しました。また、琉球から英国に戻る道すがら、セントヘレナ島に寄りナポレオンと会った
際には、琉球について「武器を持たない国」と紹介しナポレオンをたいそう驚かせたとか。そん
なホールの来琉200年記念碑が、とまりん横の緑地帯に佇んでいます。2016年に建てられた
きれいな碑です。ちなみに、先に紹介した書籍は若狭図書館に所蔵されています。

宮良長包音楽賞受賞、現代の名工に選出！

「 年末大掃除&年越しそば会 」
若狭児童館のキッズダンスメンバーも出演
します。応援よろしくお願いします♪
【日時】　
 12月16日（日）
【場所】
 さいおんスクエア
 広場

いつも遊んでいる児童館をピカピカにし
て年越しそばをみんなで食べましょう！
【日時】 　
 12月27日（木）
【場所】
 若狭児童館

 写真：地域の祭への出演時  写真：去年の様子

日々のスケジュール管理。みなさんは手
帳派ですか？スマホ派ですか？それとも
全て記憶している強者？（ちなみに私は
手帳派です。）年の瀬や年度末が近くと
書店などには新しい手帳が。本当に様
々な種類があり、毎年おもしろい工夫を
みつけるのが楽しみです。「夢を叶える
手帳術」なるものがあったり、単に時間
管理をするだけに止まらない最近の手
帳。なかなか気に入ったものが見つか
らずにいましたが、ここ数年は同じシリ
ーズのものを使うようになりました。時
々、昔の手帳を見返すと、小さなメモ書
きをみつけて、やりたかったけど、忙しさ
の中で忘れていたことを思い出したり
…。日記は続かないのですが、手帳がそ
の代わりになっています。今年の手帳に
は数年後の自分へメッセージを書いて
みようかなとも思いながら、いつ書店め
ぐりをしようかと思案中です。

知花　咲枝
ちばな    さきえ

「若狭島うたの会」で講師を務める大工哲弘さんが、
琉球新報が主催する「宮良長包音楽賞」を受賞され
ました。「賞に恥じないよう、これからも意欲的に活
動していきたい」と語り、後進の育成にも力を注がれ
ています。
 ★「若狭島うたの会」 活動日：毎週木曜日 19時～21時

「わかさ紅型サークル」の講師、屋富祖幸子さんが
「卓越した技能者（現代の名工）」に選出されまし
た。長年、多くの人に紅型の魅力を伝え続けている
屋富祖さん。作品はてんぶす那覇（不定期開催）な
どでもご覧いただけます。
 ★「わかさ紅型サークル」 活動日：毎週土曜日 10時～13時

那覇中学校３年生の糸満さん、伊禮さんの作品が「なは
教育の日」ポスターコンクールで最優秀賞と佳作に選ば
れました！糸満さんの作品はポスターになっていますの
でご覧になってください。また、亀谷さん（那覇中１年）さ
んの作品が「家庭の日」のポスターコンクールで最優秀
賞を受賞した他、「沖縄県児童生徒科学作品展」におい
て、平良（那覇中３年）さんと曙小学校の４年生がそれぞ
れ最優秀賞それぞれを受賞しました。

玉城 節子 さん

た まぐすく  せ つ こ

※詳しい児童生徒の活躍については、各学校のホームページをご覧ください。

『職場体験をする前は「公民館って暇
そうじゃん」って思っていたけど、体験
をする中で、小さな子から年長者まで
笑顔でいられる地域づくりや近くの小
中学校へのチラシ配布、公民館で考え
た企画を開くなど、忙しい仕事だと知
ることができました。』 （Mさん）
『僕は職場体験で公民館担当になりま
したが、何をするのかわかりませんでし
た。初日は利用団体のことなど、わから
ないことばかりでしたが、ダンスや音楽
などの練習をする人が多くいたので、す
ごいと思いました。』 （Gさん）
『体験をする前は楽な仕事だと思って
いましたが、やってみるとやることが多
くやりがいのある仕事だとわかりまし
た。台湾民族舞踊や社交ダンス、大正
琴など学校ではできないことも体験で
きました。みなさんも公民館に行ってみ
てはいかがでしょうか？』 （Kさん）

今回は若狭公民館で
職場体験をした中学生
の声をお届けします。

番外編！

児童生徒の活躍！
公民館サークル講師が次々に栄誉ある賞を受けたのでご紹介します！

大工哲弘さん

屋富祖幸子さん 糸満さん作 伊禮さん作 亀谷さん

保護者のサプライズ！サポーターズ 那覇市地震・津波防災訓練
11月5日、浦添市のてだこホールで開催された那
覇中学校の校内合唱コンクールにて、保護者や
地域の人で結成した「那覇サポーターズ」による
サプライズ合唱があり、大いに盛り上がりました。

11月3日、地震・津波防災訓練が那覇市津波避
難ビルで実施されました。大規模地震に伴う津
波発生を想定して、避難行動と避難所運営、炊き
出しなどを体験した他、専門家による講話や防災
グッズ展示を通して防災意識向上に務めました。
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今年の冬は暖冬になりそうな予感
ですね。気がつけばもう年末。あっ
という間に過ぎ去っていく日々の中
で、明日が楽しみでワクワクするこ
とや嬉しいことってどのくらいある
でしょうか？逆に面倒なこと、悲し
いことはどのくらいあるでしょうか？
できれば前者の方が多いと幸せで
すよね。最近改めて思うのが「苦し
い時に光を見出す力を持っていた
い」ということ。ユーモアというか、
多角的な視点をもつというか…。大
げさなことではなく、難儀だな～っ
てことをやらないといけない時に、
その中に面白いことをみつけたり創
ったりできる力があるといいなと思
います。新しい年は平成から元号が
変わる年。2019年も皆さんにとっ
て幸多きものとなりますように。

広報わかさ No.99

この掲示板に掲載

したい情報もお待

ちしています！

2018年12月10日発行

ウォーキング同好会

日時：毎週金曜日
　　   19時30分～
集合：若狭公民館玄関
場所：若狭周辺地域

健康講座から生まれ
た同好会！申込不要
なので、お気軽にご
参加ください。

スタートします！

わかさ料理クラブ

日時：12月8日（土）
　　   14時～17時
場所：若狭公民館
費用：材料費は自己負担
12月からゆる～く不定期に開
催します！初回は奄美の郷土
料理です。要申し込み。

新たに発足！

公民館まつり部門会

1月11日（金）19時～
若狭公民館３階ホール

２月の公民館まつりに向けての
話し合いです。

「 ほのぼのカフェ 」＠曙地域
日時：12月15日（土）10:00～14:00
場所：曙１丁目自治会集会所
費用：子どもは無料/大人は100円

「 天妃っこカレー 」＠天妃地域
日時：毎週日曜日 17:00～20:00
場所：那覇市辻2-2-20くにたかビル
費用：子どもは無料/大人は300円

※ 問合せ：090-3793-6436（玉寄）

※ 問合せ：098-866-6122
　 LINE ：rpi1613i

公民館サークル年末大清掃

12月1日（土）からの
　　　各サークル活動日
担当場所・内容はロビーの掲示

新年を気持ちよく迎えるために♪

子ども食堂情報！
琉球新報コラム
「南風」執筆中！
実は、、、７月より、隔週水曜
日にコラムを寄せています。
12月までですので、機会が
あれば読んでください。
ブログにも掲載しています。
　　　　　　  (館長：宮城)


