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今年で１９回目を迎える若狭地域文化祭は、高齢者から幼児・児童生徒までの

PM

1:30 -

PM

6:30

若狭海浜公園

（雨天時／若狭公民館）

舞台発表

マーチング、エイサー、獅子舞、旗頭、手話ダンス、
空手、童謡・唱歌、バレエ、ベリーダンス 他

新たな文化の掘り起こしを行うことによって、青少年の健全育成と豊かで活気に

出

店

沖縄そば、いなり、カレーライス、わたあめ、かき氷、
リサイクルバザー、飲み物 他

満ちた潤いのある地域を創造することを目的としています。地域の様々な団体に

こどもイベント

よる多彩な舞台発表の他、美味しい出店、こどもイベント広場も充実しています。

ヤギと遊ぼう！ふれあいコーナー、エアートランポリン、
絵本販売、大型絵本読み聞かせ、製作コーナー 他

各種ブース

無料健康相談、NSPC パネル展、コスプレイベント 他

三世代間の交流と地域の連帯意識の強化を図るとともに、地域文化の再認識と

どうぞ、お気軽にご来場ください。
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宝

※内容は一部変更になる場合もあります。

子育ての現場から地域の魅力大発信！
曙にある『グッピー保育園』のウィンフィールドひろみ園長先生をご紹介し
ます。英語が好きで中学３年〜大学までアメリカで過ごし、培ってきた様々
な経験から柔軟な発想で地域の活性化に取り組んでいます。地域の人に開
けた存在であるようにと小学校や近隣幼稚園と連携して相互の企画に参加し
たり、園行事に地域住民が気軽に参加したりと世代を問わず交流していて活
気に溢れています。異文化交流や、日本・沖縄文化継承にも取り組んでお

ウィンフィールドひろみ さん
（グッピー保育園園長）

られ、子ども達も自然と地域の魅力を吸収しています。園長先生の気軽な
声かけと明るい笑顔で、こちらまで自然と笑顔になり元気をもらえます。
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受講者募集
健康
講座

まなび

むすぶ

※詳細はホームページをご確認いただくか、お問合せください。

みんなで楽しくウォーキング 10/16,23,30

「健康づくりの第一歩」

（金）19:00-21:00

歩く習慣を身につけることにより、運
動不足と生活習慣病の予防と改善を心
が け ま す。ま た、” ひ や み か ち な は
ウォーク” への参加も目指します。

若狭公民館トークショー③

私にできること

健康
講座

操体法

10/19（月）,20（火）,22（木）
19:00-21:00

「操体法」とは、体のしくみをうまく利
用し、呼吸をコントロールしながら体
を動かすことで歪みを正し、バランス
のとれた体づくりをする運動療法です。

操体法

【講 師】比嘉幸子（沖縄県操体法研究所 所長）
【参加費】200 円（保険料実費）
【申込み】10 月 1５日（木）まで（平日 9:00-17:00）

【講 師】堀川恭登（理学療法士・スポーツ推進委員）
【参加費】200 円（保険料実費）
【申込み】10 月 14 日（水）まで（平日 9:00-17:00）

市民
講座

公民館では、こどもから高齢者まで、あらゆる
世代を対象とした様々な講座・事業を開催して
います。お気軽にお問い合わせください！

10/28（水）

19:00-21:00

青年
講座

どうする？１８歳から選挙権！

11/15（日）

ぼーっとしないで、VOTE しよう！ 10:00-16:00

選挙権が１８歳に引き下げられ、１８歳
は大人？ 子ども？ 投票率は？ 様々な不
安や関心がある中、楽しみながら一緒
に考え学びましょう！

幼少の頃より様々な国で暮らし、多様な
文化に触れてきたゲストからお話を聞きな
がら、異なる価値観を知り認めることで
何ができるかについて考えます。

【講 師】新田繁親（一般社団法人 dimon 副代表）
【参加費】300 円（お昼代・カレーライス）
【申込み】11 月 12 日（木）まで（平日 9:00-17:00）

【ゲスト】津嶋としひと（マルチミュージシャン）
【参加費】無料
【申込み】当日まで可。先着 30 名

講座報告
変身！ダンボールおもしろ講座

私にできること①②

夏休みの少年教室、ダンボー
ルを活用した講座を行いまし
た。テーマのごとく、ダンボー
ルからノートへ、ダンボール
から本 棚へ、なんと怪獣に
まで変身しました。このダン
ボール怪獣が公園へ進出！大
満足のこどもたちでした。

ゲストの話を聞くことを通して「自分の力を社会
のために生かすには？」を考えるシリーズ『私に
できること』。第１回目は、スポーツイベントを
通して社会問題に取り組む『daimonCUP』を主
宰する糸数温子さん。第２回目はバルーンクリエ
イターの新垣レイさん。参加者からは「人生の
ターニングポイントになったと思う」「自分の好
きなことが人を結び、誰かを喜ばせるのは嬉しく
素晴らしいこと」などの感想が寄せられました。

８/１２,１３,１４

講師：儀間朝龍・島袋勝也・真喜 屋力

①８/２１ ゲスト：糸数温子 ②９/２５ ゲスト：新垣レイ

職員リレーコラム②

真喜屋 志保

みなさん、こんにちは！ 若狭公民館の真喜屋です。

自分のやってきたことがお役に立てるかも…と嬉しくなりました。

８月１０日発行の広報わかさ『地域 NEWS』というコーナーにも

そして、発足してやがて半年が経ちます。１０月１８日にはふれあ

掲載しましたが、今年度から若狭公民館では「曙小学校ブラス

いジャズフェスティバルに出場予定で、これが初舞台となります。

バンド部立ち上げ支援」をしています。私が担当していて、ほぼ

こども達はどんな感想を抱くのでしょう…。今後このクラブが音

毎週、曙小に通ってこどもたちと一緒に音楽を楽しんでいます。

楽を楽しむ場でありつつ、地域の方や普段かかわることのない

実は私自身も小学校６年生の頃にトランペットに出会い、かれこ

大人との交流の場になっていくといいなと思っています。やがて

れ２０年余り続けています。なので、この支援のお話を聞いた時、

みなさんにお披露目できたら幸いです！

2015年10月10日発行

地域の広場

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！

地域 NEWS

まち 「鎮群」舞う
の声 那覇大綱引き

若狭小 60 周年に向けて資金造成

今年も１０月１１日に那覇大綱挽が開
催されます。那覇大綱挽は太鼓・鉦
鼓・ボラ・ドラ鐘の音に旗頭が舞い、
世界一の大綱挽です。その昔、那覇
大綱挽は那覇四町時代の古い歴史と
伝統ある華やかで活気ある全県的な
「まつり」で、その規模・内容におい
ても大がかりなものであったと伝えら
れています。今は旗頭も１４旗にの
ぼっております。若
狭松山地域も先代が
築かれた貴重な文化
遺産を保存継承する
ため地域の皆様にご
協力をよろしくお願
いします。（上原康弘）

平成２９年１月に若狭小学校は創立６０周年を迎えま
す。学校、PTA、地域自治会、同窓生、関係者の皆
様の想いを結集し、記念事業を成功させるために取
り組んでいきます。記念タオル販売をはじめ、空き
缶や古紙回収など資金造成に努めています。一緒に
盛り上げていただくボランティアも募集中です！

上山中学校

コスプ連合

今年の地域文化祭はコスプレのコーナーがあります！
なぜかというと…今年の６月に職場体験に来た上山中
の生徒さんが仮想で立てた講座企画が、とても面白
かったため、実現することになったのです！タイトル
は「コスプ連合」。今、生徒さんたちと内容を詰めて
いる最中です。皆さん、楽しみにしていてくださいね！

若狭児童館情報

☆若狭児童館のイベント情報はブログにて配信中☆ → http://wakasa867.ti-da.net

「英語クラブ 〜 Education Through Music 〜」

「卓球クラブ」
毎週木曜日 16:00-17:30

10 月 24 日（土）14:00-16:00 ※通常は毎月第３土曜日

2 月に大会があります。いっしょ
に練習して、優勝めざそう！
詳しくはお問い合わせください。

参加費：1 回 500 円（子どものみ）、700 円（親子）

歌や遊び、工作をとおして英語を楽しもう。
幼稚園児〜小学生対象。親子での参加も大歓迎
です！

地域を知るこの一枚

上天妃宮

天妃小学校の一画に「上天妃宮跡の
石門」がある。中国で航海を守る神と

公民館の風景

して崇められた媽祖（後の天妃）が祀
られており、沖縄には久米三十六姓に
よってこの信仰が伝えられた。上天妃
宮、下天妃宮の二箇所に祀られていた
が、現在は上天妃宮跡の石門だけが
残っている。３７年程前まで小学校の
通用門として使用されており、子ども
たちの成長を見守ってきた門でもある。

若狭小 60 周年記念タオル販売中！
・還暦をイメージした『赤色』
・水泳若狭をイメージした『青色』

各 1,000 円（税込）

お買い求め・お問合せは、若狭小ＰＴＡ事務まで

電話番号

0 9 8 - 8 63 - 8 411

広告募集！

画：真喜屋 志保

那覇市のまちづくりや生涯学習の推進、そして
若狭公民館の活動に賛同してくださる企業・事
業所の広告を掲載します。広告料は「広報わかさ」
の印刷費として使わせていただきます。

②
「お洒落」

ある日、フォークダンスサー
クルの方がとても綺麗な衣装
で現れました。レースのベス
トのようなもので、とっても
可愛い刺繍が施されていて、
ため息がでるほどに素敵でし
た。年配の女性が綺麗な明る
い色の服でオシャレをしてい
る姿をみると嬉しくなります。

広告募集！

【広告料】 １枠 10,000 円
【配布部数】８,000 部
【配布場所】各公共機関及び若狭公民館エリア
【お問合せ】917-3446（若狭公民館）
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充実！ 連携事業

2015年10月10日発行

若狭公民館では、様々な機関・団体と連携した取り組みを積極的に行っています。今回は、文科省事業と KIFFO の
二つの事業について紹介します。いずれも多様な主体による実行委員会を組織し、協働で取り組んでいます。

こども国際映画祭in沖縄

文部科学省「中高生を中心とした生活習慣マネジメント・サポート事業」

学校地域連携で生活習慣改善へ

11月に本祭開催！

那覇市では文科省の委託を受け、那覇中学校を研究校として生活習慣

９月２２,２３,２７日の三日間、『こども国際映画祭 in 沖縄

改善に向けた取り組みを行っています。市教育委員会をはじめ、若狭

＜KIFFO＞』のこどもワークショップを開催しました。映

公民館と那覇中学校区（那覇中・那覇小・泊小・若狭小）の各学校及び地

画監督の真喜屋力氏と映画祭ディレクターの宮平貴子氏を

域の方々、さらに専門家を交えた協議会を立ち上げ、事業に取り組ん

講師に、３０秒１カットの映像制作を行う「映像探偵」や

でいます。児童生徒対象のアンケートを実施したほか、保護者及び教

アニメーションワークショップ「赤い風船の旅」を行った

職員対象に睡眠教育の講演会を開催。また教員志望の大学生と一緒に

ほか、韓国短編映画『sprout』をヴォイスオーバー（同

勉強する「土曜朝塾」、公民館から学校に通う「通学合宿」など多様

時吹替）で鑑賞しました。映画祭本祭は１１月開催です。

な切り口で、学校・地域が連携しながら生徒の健全育成に努めています。

多くの皆さまのご来場お待ちしています！

「土曜朝塾」

第２回＜KIFFO＞
こども国際映画祭 in 沖縄

毎週土曜日 10 時〜12 時（10 月 3 日〜12 月 19 日）
対象：那覇中学校区の小学５年生〜中学３年生
協力：学生団体 IKAROS
NPO 法人キャリア教育学校支援ネットワーク

11 月 21,22,23 日
沖縄県立博物館・美術館
詳細は HP で ↓
kiﬀo.kukuruvision.com

「子育て勉強会」 11 月下旬頃開催予定
※若狭公民館までお問合せください。

施設案内

編集後記

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。

ホール

第１研修室

収容人数：200 〜 250 人
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 930 円 冷房料 300 円

収容人数：60 人程度
用途：研修・会議
備品：イス・テーブル
料金：室料 400 円 冷房料 100 円

第２研修室

第３研修室

収容人数：30 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 240 円 冷房料 100 円

収容人数：15 人程度
用途：研修・会議
備品：イス・テーブル
料金：室料 160 円 冷房料 100 円

実習室

和室

収容人数：16 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 240 円 冷房料 100 円

収容人数：20 〜 30 人（12 畳 ×２）
用途：お茶・生け花・着付け
備品：茶道設備
料金：室料 320 円 冷房料 100 円

まだまだ日中は 暑 いけれど、
風が涼しかったりして秋めいて
きましたね〜。１０月から１１月
にかけて、講座も充実。若狭
地域文化祭もあり、賑やかな
日々になりそうです。地域文化
祭は今年で１９回目。今年初め
ての試みもあるので、ぜひ遊
びに来て下さいね！ ところで、
『まちの声』へ記事を寄せて下
さった若狭松山旗頭実行委員
会ではメンバーを募集している
そうです！興味のある方は代表
の上 原さん（090-1944-6418）
までお問い合わせ下さいね！
（真喜屋）

那覇市若狭公民館

〒900-0031 那覇市若狭2-12-1 TEL 917-34 46 FAX 869 -8624
URL http://cs-wakasa.com/kouminkan/ E-mail info@cs-wakasa.com
開館時間 9:00〜22:00
交通機関 市内バス2番・3番・5番・15番 市外バス45番
久米孔子廟前下車 徒歩５分
利用受付 月〜金 9:00〜17：00来館して申込み
ご利用前月１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

