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多文化共生のまちづくり

那覇市若狭公民館
広報わかさ

那覇市の相談窓口

那覇市の在住外国人

Naha city consultation center
for foreign residents
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現在、那覇市には約����名以上（����年��月末現在）の在住外国
人が生活しています。昨年のコロナウイルス感染症の影響で多少人数
が減少しているものの、ここ��年で急激に増加しているのがわかりま
す。また、総務省が公表している外国人人口増加率（����-����年 �
年間）では、那覇市が日本の全市区町村の中で��位と位置付けら
れ、全国的にも人口増加率が高いことがわかります。国籍別に見ると、
ネパール、中国、ベトナム国籍の方が多く住んでいます。
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那覇市役所の１階に「那覇市外
国人相談窓口」が開設されました。
役所の手続きや生活における困り
ごとなどについて、英語を話せる専
任の通訳士を配置しています。中
国語、韓国語、ネパール語など、そ
の他の言語についても翻訳機を活
用して対応しています。
ホームページやFacebookでもや
さしい日本語と英語で情報を発信
しているので、ぜひ友人や近所に在
住外国人の方がいたら紹介してく
ださいね。詳細はQRコードから。

（
「統計那覇���号～���号」
を参考にグラフ作成）

若狭公民館の取り組み

Mult icult ural coex ist ence proj ect at Wakasa K ominkan
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若狭公民館が対象とするエリアには多くの在住外国人が生活しています。近隣の小学校では外国をルーツとする児
童が増えるなど、地域のグローバル化が進んでいます。外国人が増えはじめた����年ごろ、なかなか住民との交流の
機会がないという現状から、沖縄ネパール友好協会(ONFA)と協力して交流イベントを開催しました。これをきっかけに
異文化理解や多文化共生に関する様々な講座を実施しました。また、新型コロナ感染拡大により生活に困っている留
学生に向けた食糧支援の協力をしたり、行政や医療関係者と情報交換会を開いたりと、各関係機関と連携した取り組
みにも力を入れています。最近では外国人の利用が増え、館内の掲示や利用案内用紙に英語を表記するなどの工夫を
しながら、誰もが気軽に利用できる公民館を目指しています。
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多文化共生とは、
「国籍や民族などの異なる人々が、互いに文化的違いを認め合い、対
等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと」を言います。
那覇市は、ここ数年、海外からの留学生や技能実習生の増加に伴い、在住外国人が
年々増えています。まちなかで見かけたり、職場で一緒に働いたりしている方も多いの
ではないでしょうか。この急速な外国人増加に伴い公共物の多言語化や子どもの学習
支援などのさまざまな面での対応が求められます。
沖縄には戦前戦後を通して多くのウチナーンチュが世界中に移住し、現地の人々と
共生しながらコミュニティを築き上げた歴史があります。先輩方から学んだ歴史がある
からこそ、多文化共生のまちをみんなで作り上げるバイタリティのある島だと思います。
国籍や文化の垣根を超え、全てちゃんぷる～なまちを目指して、私たちにできることを
一緒に考えてみましょう！

http://cs-wakasa.com/kouminkan/
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在沖ネパール人と地域の人が相
互理解を深めるために実施。
2020

ONFA×エデンプロジェクト
ネパール留学生支援

毎年4月、ネパールのお正月に 県系人を講師に南米料理を学
合わせて交流イベントを開催！ びながら移民の歴史を知る。
2020

ユーチュー部

2021

グローバル
市民会議

サンバの体験を通して異文化へ
の関心や理解を深める。
2021

駐日ネパール
大使館代理来館！

・地域のきらり
多文化ネットワークfuふ！沖縄

・公民館まつり告知
・図書館、児童館情報 etc...
コロナ禍で困っている外国留学 映像制作を通して多様な背景を 属性や国籍が異なるグローバル
生向けに食材やマスクを提供。 持った隣人の存在を伝える。
市民が自由に話をする場。

沖縄ネパール相互理解とネット
ワーク構築のための交流会。

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
さまざまな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。お気軽にご連絡ください。

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

講座・事業の報告

これまでに開催した講座や事業の報告です。ブログやSNSなどで詳しく掲載していますよ♪

ウォーキング講座

市民
健康
講座

11月
全4回

市民
講座

わかさ手仕事教室

毎年人気のウォーキング講座！今年
も講師の堀川恭登氏のためになるお話
とともにウォーキングのコツを教えてい
ただきました！毎回コースを替え、イル
ミネーションが綺麗な那覇の町を歩き
ました。
「知らない場所に出会えてよ
かった」
「楽しく体を動かせ
て良かった」など大 好評で
講座を終えました。

Vol.1

スマホレッスン講座

公民館が閉館となり大変長らくお待
たせしていた本講座は、昨年に続き房
前三男氏を講師に迎えて開催。楽しい
お話を交えながら日常で活かせるスマ
ホの知識を沢山教えていただきまし
た。参加者からは、
「講師のユーモア
ある講座で楽しく過ごせまし
た」「次回も参加したい」と
いう意見をいただきました。

Vol.2

若狭にもたくさんあるクバを使ったかご
づくり。大きい葉っぱを足や膝を使って、
く
るりと回すとあっという間に素敵なかご
ができました！皆さん初めてとは思えない
ほど上手に、二つ、三つとどんどん作る方
もいました。公民館ロビーに
て作品を展示しておりますの
で、ぜひご覧ください。

家庭
教育

高齢者 12
／
学級 1,2

自宅で楽しめる趣味としての手仕事のススメ。
身近な
素材を使った生活の技と知恵に出会ってみませんか？

クバの葉でかごづくり

講座・事業の案内

若狭公民館
の取り組み
地域
連携
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防災シンポジウム

「公助×共助」の必要性を再確認して、
平時における公助の果たすべき役割につ
いて共有するシンポジウムを開催し、防災
に関する報告会とパネルディスカッション
を行いました。今後も意見交換の場を定
期的に設けて、地域と公的機関が助け合
う関係性作りをおこなってい
きたいと思います。
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NAHAで世界旅行
第三弾

野草で焼き塩とお茶

各自、動画を見た後に野草を採取して
いただき、オンラインで焼き塩とお茶を
つくりました。異なる効能を持つさまざま
な野草を使った焼き塩は、栄養価があっ
て香り高くカラフル！普段の料理をグレー
ドアップさせることができます
よ。ぜひ、季節の焼き塩を楽
しんでほしいです。

／
20

インドネシアの家庭の味

在沖��年の講師からナシゴレンと、
香りが美味しい煮干しの炒め物、サン
バルゴレンテリを教えていただきまし
た。�万数千もの島々からなるインドネ
シアは多民族国家で、それぞれ異なっ
た文化を持 つそうです。料
理を楽しみながらお話もた
くさん伺いました。

新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、日程・内容等が変更になる場合があります。

子どもの未来応援します！

新しい時代を生きる子どもたちがやり
たいことをサポートしたい保護者向け講
演会。親としてできることを考えます。

日時：����年�月��日（土）��:��～��:��
場所：オンライン（YouTube配信）
講師：翁長有希
（キャリア教育コーディネーター）
対象：子育て中の保護者
参加費：無料
申込み：�月�日～��日

助成
事業

アートな部活動成果発表会

アーティストを顧問に招いた地域の
部活動の成果発表展です。ダンボール
部、ポストポスト部、ユーチュー部、アー
ト同好会の事業報告やアーティストを
交えた顧問トーク、部員の作品展示や
ダンボール商店など内容盛りだくさん
です！
日時：�月��日（水・祝日）
��:��～��:��
場所：若狭公民館ホール

市民
講座

NAHAで世界旅行
第四弾

台湾のコーパオで昼ごはん

海苔を練りこんだ肉餡入りコーパオ
（おもち）を作って、台湾のお話も伺い
ます。台湾茶と一緒に楽しみましょう。
日時：�月�日（日） ��:��～��:��
対象：那覇市在住・在勤・在学の方。
場所：オンラインZOOM
定員：��人 受講料：無料
募集機関：�月��日～�月�日

地域のできごと

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！

若狭

松山 地域の年末清掃！

曙 曙小にてパーラー公民館開館

��月��日、那覇市民憲章推進協議会主催による年末
美化清掃。松山公園を中心に５つのエリアに分かれ、
地域住民や関係団体総勢���名ほどが集結し清掃活動
が実施されました。那覇市民憲章『私たちはまちを美し
くしましょう、公共物を大切
にしましょう、時間を守りま
しょう、だれにも親切にしま
しょう』を改めて認識するい
い機会となりました。

天妃 上山中２年生が軽石除去

久茂地

��月��日、上山中学校の�年生が、ボランティアで波の
上ビーチに漂着した軽石約��トンを除去しました。翌々
日には、若狭一丁目自治会の呼びかけで軽石除去作業
を実施。地域のための取り組み、素晴らしいですね。波
の上ビーチでは、軽石除去の
ボランティアを随時募集して
います。道具の貸し出しもあ
ります。ぜひ、お問い合わせ
くださいね。

地域のきらり

地域のきらり

毎月あけぼの公園にて開館している「パーラー公民館
（曙小学校区まちづくり協議会主催）」は、��月�日に
曙っ子ふれあいまつりにて開館しました。ゲームと焼きそ
ばの出店もあり、どちらも長い行列ができて子どもたちに
大盛況でした。まち協の方々
も大忙しでしたがみんな笑顔
で対応していました。次は、
あけぼの公園のパーラー公
民館でお会いしましょう♪

広報わかさむすぶNo.117
記事訂正のお詫び
11月20日発行の広報わか
さ・むすぶNo.117の子どもと
子育て特集でご紹介させてい
ただいた「らららステーション
(那覇市子育て世代包括支援
センター)」のLINEのQRコー
ドに誤りがございましたので
以下のとおり訂正し、お詫び
を申し上げます。
「らららステーション」
ライン登録はこちらから→

なはーと開館！

��月��日、那覇文化芸術劇場なはーとが開館。
「感
動を共有する文化の拠点」として誕生した新しい劇場
です。こけら落としとして、アーティスト塩田千春氏のイ
ンスタレーション作品を展示中（�/��まで）。首里城の
破損瓦を使用した作品「い
のちのかたち」(有料)を中心
に、人々の願いをテーマに
した市民参加型の作品など
も展示されています。

多文化ネットワークFuふ！沖縄

色とりどりなパラソルがトレードマークの「多文化ネッワークFuふ！沖縄」は、コロ
ナ禍で地域在住の外国人市民が心配や不安を抱えている状況が目立ってきた現状
の中で、みんなで考えながら対等で楽しい社会をつくろうと設立された団体です。
モットーは、“対等性”と“楽しさ”。共に地域で生きる仲間として、多様な文化を尊重し
合う市民と出会い、楽しい（fun）コミュニケーションでつながる公平（fair）な多文化
コミュニティの実現を目指して活動中。
「たのしいことはFから始まる」をキーワードに
“ふふふ”と笑いながら、誰でも気軽に、参加したり抜けたりできる空気感を作ること
を意識されているそうです。また、前年度行った外国人へのアンケート・ヒアリング調
査の中で、県内に住む外国人や沖縄の人との対話が求められていることを知り、いろ
いろな国籍の人がオンラインで気軽におしゃべりできる「fuふ！パラソルチャット」と
子育て世代を対象にした「ママパパfuふ！パラソルチャット」を隔月で交互に開催し、
さまざまなテーマで気軽にゆんたくしています。
代表の大仲るみ子さんは、
「みんなが気軽に出会い、共に困ったり楽しんだりしな
がらコミュニケーションを深められる場を広げていきたいです。パラソルの下で、お会
いできることを楽しみにしております。」と話してくださいました。

若狭児童館

公民館優良職員表彰！
この度、館長をはじめ職員３名が地域社会の振興、社
会教育の発展に貢献した功績が認められ、公民館優良
職員に選ばれました。今回はオンラ
インで表彰式が開催されました。
＼ おめでとうございます！！／

若狭公民館開館30周年 ！
2022年の6月に若狭公民館が開館30年を
迎えます。実行委員会を立ち上げ、記念式典
や祝賀会、記念誌の刊行に向けて取り組ん
でいきます。ご協力よろしくお願いします！

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・
第3日曜日・年末年始

年末には、イルミネーション迷路を開催。地域
の保育園や子ども園の子どもたちや小・中高生な
ど、沢山の方に楽しんでいただけました。
�/�には、歳末助け合い募金配分金福祉助成
をうけ、環境美化活動として「畑をつくろう～野
菜とお花いっぱい活動～」を開催しました。児童
館の畑にナス、きゅうり、じゃがいも、
トマト、大根
葉、春菊など��種類ほどの野菜を植えました。子
ども達と作る家庭菜園の様子なども児童館のブ
ログでご紹介しています。ぜひご覧くださいね♪

若狭
図書館

「家庭でつくる
沖縄行事料理とふるまい料理」
家庭料理友の会∥編

https://tabunkanet.org/about-us/

公益社団法人全国公民
館連合会が主催する「第４
回全国公民館インターネッ
ト活用コンクール」におい
て、若狭公民館が金賞を
受賞しました！今回の受賞
を励みに、ますます充実し
た取り組みができるように
いろいろチャレンジして
いきたいです！

職員コラム
いしだ

☆ブログにて配信中☆ http://wakasa867.ti-da.net

お正月は各家庭で料理を準備し、新年を迎えて
いることと思います。そこで、今月はお料理の本のご
案内です。手作りをモットーにする主婦がつくり出し
たぬくもりレシピが満載。年中行事では、各月の代
表的な沖縄料理と行事がコンパクトに説明されてい
ます。ふるまい料理の章では、島野菜を使った色鮮
やかな料理とほっこりしそうなお菓子も紹介されて
います。目にもおいしい�冊です。

「多文化ネットワークFuふ！沖縄」
の公式ホームページです。QRコード
を読み取ってご覧ください。

← LINE
登録は
こちらから

４回連続日本ー！

むぎ社∥発行
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����年「寅年」がスタートしました！
昨年も休館や時短営業などさまざま
な影響があった一年でしたが、コロナ
をきっかけに起こる変化も、以前よりも
柔軟に対応できるようになりました。今
を受け止めて「これまでの当たり前を
越えていく」ことに取り組み「新たな
道」を考え、歩みだす人が多くなった�
年だったのではないでしょうか。
そんなわたしも新しいことに「トラ
（寅）イ」するため沖縄を離れることに
なりました。短い間でしたが沖縄の歴
史・文化についてたくさん知る事が出来
ました。地域の皆さん、利用者の皆さ
んに優しくしていただき感謝しておりま
す。若狭公民館の魅力は、新しいこと
にチャレンジしていることはもちろんで
すが、利用者の皆さんのことを思い、喜
んでもらえるためにはどうしたらいいか
考え、行動する素敵な職員がいること
だと思います。公民館の一員として働
けたことが自分にとって大きな糧にな
りました。
本当にありがとうございました。

広報わかさ No.118

第29回
〜

わになろう かかわろう さぁ！みんな 〜

毎年２月に行われる「若狭公民館まつり（若狭公民館利用団体連絡協
議会主催）」は、新型コロナウイルス感染症の影響で規模を縮小し、オン
ラインでの成果発表のみを行いましたが、今年は開催を検討しています。
開催の方法については、コロナ感染状況をみて判断いたします。新着情
報は随時公民館HPにも公開しますので、チェックしてくださいね。

入場無
料！

こちらから
ご覧ください！

若狭公民館まつり

2022年

２/19（土）,20（日）
公民館施設は、那覇市民であればどなたでもご利用いただけます。
ただし、政治・宗教・営利を目的とした利用はできませんので、予めご了承ください。

施設案内

※下記料金は、１時間あたりの金額です。

ホール

収容人数：���～���人（���人程度）
用途：講演会・発表会・音楽会
備品：ピアノ・イス・テーブル等
料金：室料���円 冷房料：���円

第１研修室

ステップ１

第３研修室

ステップ２

収容人数：��人程度（３０人程度）
用途：研修・会議
備品：イス・テーブル
料金：室料���円 冷房料：���円

第２研修室

収容人数：��人程度（��人程度）
用途：研修・会議
備品：イス・テーブル・電子ピアノ
料金：室料���円 冷房料：���円

収容人数：��人程度（７~８人程度）
用途：研修・会議
備品：イス・テーブル
料金：室料���円 冷房料：���円

和室（１２畳×2）

実習室

ご利用にあたって
公民館に電話し、利用目的
と利用日時を伝え、施設空
き状況を確認する。
※ HPでも確認できます。

公民館に直接来館し、
利用申請手続きを行う。

ステップ３

券売機でチケットを購入し
て窓口渡して、カギや備品
を受け取る。

収容人数：��～��人程度（��人程度）
用途：お茶・生け花・着付け
備品：茶道設備
ご不明な点などございましたら
料金：室料���円 冷房料：���円
お気軽にお問合せ下さい。

収容人数：��人程度（�~��人程度）
用途：調理実習・その他実習
備品：調理用器具等
料金：室料���円 冷房料：���円

◆新型コロナ感染予防につき、ソーシャルディスタンスを保つため、各研修室の収容人数を期間限定で変更しております。

←三重城

泊大橋

若狭海浜公園

アグー
しゃぶしゃぶ
みるく那覇

若狭市
営住宅

若狭児童館

若狭公民館

P

ローソン

P

P ｶｸﾃﾙﾌﾟﾗｻﾞ
P
琉球銀行 P
松山公園

←那覇空港

安謝→

若狭小

P

那覇商業高校

R58

P

〒���-���� 那覇市若狭�-��-� TEL ���-���� FAX ���-����
URL http://cs-wakasa.com/kouminkan/ E-mail info@cs-wakasa.com

辻町若狭
クリニック

沖縄銀行

公民館は、
サークル活動、地域活動、集会の場として/調理実習/ロビーで
読書や自習/卓球（高校生まで対象）など、地域の方に気軽に利用していた
だける施設です。
また、市民のみなさんのニーズにあわせた様々な面白い
講座を公民館主催で企画・実施しています。
開館時間
交通機関

那覇中
安謝→

P 駐車場はございませんので有料駐車場をご利用ください。

�:��～��:��
市内バス２番・３番・５番・��番 市内バス��番
久米孔子廟前下車 徒歩�分（QRコード参照）
利用受付 月～金 �:��～��:００ 来館して申込み
ご利用前月�日から受付（詳しくはお問い合わせください）

発行・編集 NPO法人地域サポートわかさ

