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広報わかさ No.85
那覇市若狭公民館
〒900-0031 那覇市若狭2-12-1
TEL 917-3446 / FAX 869-8624

http://www.facebook.com/wakasakouminkan

http://twitter.com/wakasakouminkan

夏休みはチャレンジしよう！
【夏の渡嘉敷ショートステイ】
日時：８月３日 ~５日（２泊３日）
※オリエンテーション 7/29（金）19:00〜

対象：那覇市内の小学５・６年生児童
参加費：7,500 円
申込み：電話連絡の上、直接来館
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★スケジュール
8/3 渡嘉敷島へ出発！
海洋研修・星空観察
8/4 カヤック等海洋研修
カレー作り等
8/5 渡嘉敷集落探検
泊港（那覇）帰港

若狭市営住宅自治会

http://cs-wakasa.com/kouminkan/

若狭公民館では、小・中学生を対象とした楽しい事業が目
白押しです。長い夏休み、新しいことに挑戦しませんか？

【ダブルダッチ教室】
日時：８月１３・１４・１５日
会場：那覇市津波避難ビル
対象：那覇市内の小学５〜中学２年生
参加費：200 円（保険料として）
申込み：７月２２日まで（先着順）

わらびー交流隊

〜世代を超えた交流が地域を支える〜

インタビュー：上原

美代 さん

若狭市営住宅自治会事務所で昨年 6 月から毎週火・木に行われている
「わらびー交流隊」は、子ども達の放課後の居場所づくりとして始まり、
宿題などの家庭学習のほか、自分たちでアイディアを出し合い企画し、
お泊り会や料理作りを行っています。また、子ども達が高齢者の代わ
りにゴミを出したり、年に数回お宅に訪問し手紙を添えたティッシュを
手渡しするなど地域交流活動も行っています。子ども達も感謝される
と喜んで活動するそうです。世代を超えた繋がりに今後も注目です！
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受講者募集
シニア
学級

まなび

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！

※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。

使いこなそう！
スマートフォン講座

市民
講座

スマートフォンは今や年代問わず多くのひとが
持つようになりました。メール・カメラなどの
基本操作からアプリを応用した使用方法まで
実際に「触れて・見て・楽しみながら」スマー
トフォンの使い方を学びましょう！

講座・事業報告

ハサミの魔法
切り紙教室

成人
講座

ハサミと紙さえあれば、いつでもどこでもで
きる切り紙の教室です。気軽に取り組めるけ
れど奥は深く、練習するほど上達し、美しい
作品を作ることができます。どなたでもお気
軽にご参加ください。

【日時】7 月１９〜２１日（全３回）
7/19
13:00~14:30
7/20・21 13:00~16:00
【場所】若狭公民館 第１研修室
【対象】那覇市在住・在勤の 60 歳以上の方
【参加費】無料 ※講座用スマートフォン貸出無料
【申込み】７月１５日まで（先着順）
【共催】公益社団法人那覇市シルバー人材センター

18 歳からの選挙権

むすぶ

【日時】7 月２６〜２８日（全３回）10:00~12:00
【場所】若狭公民館 第１研修室
【講師】ほしのみちよ
【対象】那覇市在住・在勤・在学の方
【参加費】300 円（材料・保険料実費）
【申込み】７月２２日まで（先着 20 名）

みんなに優しい
「介護と介護食」

家族の誰かが高齢になったり、病気や怪我に
よる後遺症により介護が必要になったとき戸
惑うことのないように、負担にならない介助
のコツや死亡原因として増えている誤嚥性肺
炎の予防のための介護食について学びます。
【日時】８月２５・２６・２７日（全３回）
8/25・26 19:00~21:00
8/27
14:00~17:00
【場所】若狭公民館 第１研修室・実習室
【対象】那覇市在住・在勤・在学の方
【参加費】未定（材料・保険料実費）

※講座・事業の様子は、ホームページ及びブログでもレポートしています。

6/1（水）・6/10（金）
講師：新田 繁睦

選挙権が 18 歳以上に引き下げられて初の選
挙となる参議院議員選を前に、小禄高校に
出向き 3 年生を対象に出前講座を実施しま
した。「まちづくりゲーム」というゲームを通
して、自分たちの生活と政治との関わりを考
えてもらい、ゲームの中で行った投票では投
票体験もしてもらいました。講座後のアン
ケートに選挙に行くと答えた生徒も多く、投
票の大切さを感じてもらえた様子でした。

対馬丸記念館

平和学習

6/18( 土 )

慰霊の日を迎えるにあたり、親子で
平和について考えてもらう機会として
開催しました。対馬丸の体験者、照
屋さんからの講話を聞いた後、対馬
丸の遺品や疎開の展示を見てまわり、
理解を深めました。最後に照屋さん
からは「平和のためにできることは、
まず家族と仲良くすることです。」と
いうお言葉を頂きました。

職員リレーコラム⑦

小坂

直樹

こんにちは！ 若狭公民館の小坂直樹です。

にちはー！」と明るい挨拶をしてくれると、

ジメジメとした梅雨が明けて、一気に日差し

元気をもらえます。休日に偶然出くわすと

が強くなり、すっかり夏模様です。公民館の

照れながらも声をかけてくれるのでとても

近くには波の上ビーチがあり、連日多くの方

嬉しい気持ちになります。また、エイサー

が海水浴を楽しんでいます。

やダンスの発表などで公民館に来ている

さて、若狭公民館には世代を問わず様々な

子どもを見かけると、思わず応援する気持

方が来館されますが、学校帰りの小学生も

ちが倍増します！これから暑い日が続きま

よく公民館へやってきます。たまに騒ぐ子ど

すが、元気をもらいながら過ごしていこう

もたちを注意することもありますが、「こん

と思います！

中国語教室友の会
若狭バースができ、那覇市に海外か
らの旅行者が大勢訪れるようになり
ました。中でも割合の多い中国語圏
の方々との交流のためにも、中国語
を習いにきてみませんか？
指導者：徐 聡 ( ジョ ソウ ) 先生
活動日：毎週木曜 19 時〜21 時
場所：若狭公民館 第 2 研修室
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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！

まち
の声

若狭小学校 60 周年事業ビオガーデンバザー市
若狭小学校６０周年資金造成と地域交流を目的とした、イベントを開催します。衣類や日用品等の
リサイクルバザー、夏の風物詩「流しそうめん」、軽食コーナーもありと、盛りだくさんの内容です。
たくさんのご参加、お待ちしています。
★日時 : 平成２８年７月２４日（日）ＡＭ１０時〜 PM３時 ★会場 : 若狭小学校ビオガーデン周辺
※ご家庭で不要になった品物の提供もお願いします。
内容によっては受け取れないものもございますので、お問い合わせください。

提供期間・・・６月２７日〜７月１５日まで
提供方法・・・直接Ａ棟多目的ホールのバザー商品置き場に持ち込みお願いします。
★お問合わせ先★
ＰＴＡ事務（菅生）８６３−８４１１( 月〜金 午後１時〜５時 )

観光スポット「クニンダテラス」がオープン

曙２丁目にある、「カフェギャラ
リーがじまるの樹の下で」からお
知らせです。ここでは、障害を持っ
た方が作業にあたっていて、ドリ
ンクやフードのサービス、ビーズ
細工の作成などをしています。地
域の方にも利用していただき、こ
こが曙のみなさん交流の場になっ
て欲しいと思っています。お気軽
にお立ち寄りください。

「クニンダテラス」は、琉球や久米村（クニンダ）の歴史や文化に触れる
ことのできる複合施設です。１階は、歴史展示室、交流室、飲食店があり、
２階部分は中国式庭園「福州園」と屋上庭園が隣接した丘のような佇ま
いでゆったりと寛ぐことができます。
「琉球王国旅券」というクイズラリー
で楽しく学習することもでき、展示室にはタッチパネルや紙細工の模型、
周辺の散策マップも常備されているので足を運んでみる価値大です。
詳しくは。。。https://www.naha-navi.or.jp/ クニンダテラス

若狭児童館巨大迷路
『みんなの縁日』〜まつりと花火と…〜

『子☆夏祭り』

日時：7月28日
（木）、29日
（金）、30日
（土）
午前：10時30分〜11時30分／午後：1時30分〜4時30分

日時：8月10日
（水） 午前11時〜午後3時

今年も夏やってまいりました！今回は、
「縁日」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。
これぞ夏の風物詩というものが、いっぱいつまっています。もち
ろん、
こわ〜いコーナーもありますよ〜。お友達をさそってあそびにきてくださいね。

地域を知るこの一枚

ペルリ提督上陸の碑

泊外人墓地にあるペルリ（ペリー）提督

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。

公民館の風景

上陸の碑には、一行が本土上陸以前に琉
球へ立ち寄り、友好を求めたことが記され
ている。だが、実際は開国を迫るための
拠点とされ、琉球側も歓迎してはいなかっ
たという。同敷地内には外人墓地もある。
元は「唐人墓」であったが、時を経て欧
米人も眠る場所となり、ベトナム戦争時な
どには軍人も埋葬された。沖縄・琉球の
複雑な歴史が映し出された場所でもある。

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

画：真喜屋 志保

⑥
「公民館菜園」

ある日公民館にやって
きたトマトの苗。来た
時から緑が濃くて元気
いっぱいで、みるみる
うちに大きくなり、花
もじゃんじゃん 咲き、
先日ついに美味しいト
マトを収穫することが
できました！

広告募集！

【広告料】 １枠 10,000 円
【配布部数】９,500 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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知って得する公民館利用法！
最もリーズナブルな「第３研修室」
１０月２２日に「那覇市総合防災訓練」と連携して、親子・友達同士で楽しめる防災
訓練『イザ！カエルキャラバン！』の沖縄版を開発・実施しようと企画を進めています。
現在、協力いただけるスタッフ募集中です。詳細は決定次第、ウェブサイト『公民館プ
ログラムのたね』（http://cs-wakasa.com/program/）に掲載します。
「こども」「防災」「まちづくり」に関心のある方、ぜひ一緒に取り組みましょう！。
尚、８月３０,３１日にスタッフ研修を予定しています。お気軽にお問い合わせください！

第３研修室は、若狭公民館で一番コン
パクトな部屋ですが、利用料金１時間
160 円とリーズナブル！ 約１０坪で１０
名程度のミーティングに最適です。
今までのユニークな使 用例としては、
ギターデュオの練習や、半日ほど借り
て写真展をされた方もいました。公民
館利用については、お気軽にご相談を！

第３回
こども国 際 映 画 祭
in 沖縄

今回で３回目を迎える『こども国際映画祭 in 沖縄＜KIFFO＞』。開催に向けてオリエ
ンテーションを兼ねた「大人ワークショップ」を８月７日に若狭公民館で開催します。
詳細は、KIFFO ホームページ（http://www.kiﬀo.kukuruvision.com）をご確認ください。
皆さまのご参加、お待ちしています！

毎日暑い日が続きますね。
体調に気を配りつつ、夏を楽し
みたいものです。暑さをしのぐ
方法はいろいろあると思います
が、涼しい場所に出かけるのも
ひとつの手。本号では「クニン
ダテラス」と「カフェギャラリー
がじまるの樹の下で」を紹介し
ています。涼をとるのはもちろん、
地域の歴史にふれたり、交流の
場となって新たな発見ができると
おもしろいかもしれません。いろ
いろな場所でイベントが行われる
夏、公民館や児童館でも講座や
夏祭りなど企画していますので、
ぜひご参加ください。（知）

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 休館日 国民の祝日、年末年始（12月29日~1月3日）
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）
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