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今年で第 20 回を迎えた「若狭地域文化祭」（11 月 12 日 / 若狭海浜公園）は、天気に恵まれ、秋晴れで涼しい風の吹く中での
開催となりました。小中学校及び保育園、自治会等地域団体による実行委員会で、舞台発表をはじめとする各プログラムに
ついて話し合いを重ねてきました。今年の舞台発表の目玉は「ちゅらかーぎーファッションショー」。80 代以上の地域の美人
さんがとびきりのオシャレをして、プロのメイクさんにヘアメイクをしてもらい披露するというものです。皆さん20 歳以上若返っ
たようで大好評でした。そのほか、こどもイベント広場では、「エアートランポリン」「ヤギのふれあいコーナー」が大人気。
若狭小学校 60 周年期成会によるバザー出店もあり、充実した内容で地域の交流と親睦を深めることができました。
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地域に花を添える、花いっぱい運動
我那覇 生吉 さん（若狭小学校区まちづくり協議会環境部会 部長）
若狭中通りの街路樹沿いに色とりどりの花々が植えられているのを
ご存知でしょうか？きっかけは昨年 12 月のＣＧＧ（年末美化清掃）
の際のこと。通りが雑草だらけでゴミが散乱しているのを見て、
「地
域を住みよく綺麗な街にしたい」と、我那覇さんを中心に数名で花
植えを始めました。花を植えてからはポイ捨ても減り、
「綺麗ですね」
と道行く人に声をかけられることもあるそうです！
活動が実を結んだエピソードに心が温まりますね。
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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。

地域
連携

12/11（日）
9:３0~11:30

若狭小学校区の各自治会や地域の皆で
協力して若狭海浜公園を中心に地域清
掃を行います。終了後はシンメーナー
ビでの豚汁の炊き出しもあります。

成人
講座

12/2（金）、12/10(土)
12/16(金)

若狭公民館の位置するみなとまち周辺は、
史跡や拝所など歴史的な見所が満載。そ
んなみなとまちを、歴史のオーソリティー
に案内して頂きながら散歩する講座です。

※CGG は県内各地で開催されますが、地域により
開催日は異なります。

【講

師】12/2 古塚達朗（那覇市中央公民館 館長）
12/10 田名真之（沖縄県立博物館・美術館 館長）
12/16 外間政明（那覇市歴史博物館 学芸員）
【対象者】那覇市在住、在勤、在学の方
【参加費】各回ごとに 100 円（保険料として）
【申込み】前日まで（平日 9:00~17:00）

【集合場所】 若狭海浜公園
【対 象】 どなたでも
【持ち物】 軍手、タオル、帽子、チリバサミなど

①10/5( 水 ) ②10/12( 水 )
③10/19( 水 ) ④10/24( 月 )

10/9( 日 )
トヨタ自動車の技術者からモノづくり
の楽しさを学びました。ホバークラフ
トの浮く原理を実験やデモ機の試乗で
理解し、工作セットを用いてオリジナ
ルを製作。作るのは少し難しい様子で
したが、完成し走らせた時の嬉しそう
な顔はとても満足げ。科学の楽しさを
体感でき、充実した講座となりました。

全て９:00-12:00

はじめての子育て、０歳児を持つ方を対象に、助産師の先生から
「赤ちゃんの観察ポイントや今どきの育児情報」について学び、声
楽家でヨガ療法士の先生から
は「親子で楽しめる声ヨーガ
と音・うた遊び」を学びまし
た。お母さんが Happy だと
赤ちゃんもご機嫌。楽しいひ
と時を過ごして頂けました。

10/22( 土 )
おもちゃの交換会と防災訓練をかけ合わせた『リッカ！ヤールーキャラバン！』を 10 月 22 日、
那覇市津波避難ビルで開催しました。阪神淡路大震災の教訓・知恵を次世代へ伝えることを
目的に生まれた「イザ！カエルキャラバン！」の沖縄版プログラムとして開発した『ヤールーキャ
ラバン』は、メインキャラクターのヤールー君人形をはじめ、人形劇のパペット、防災体操の
ＢＧＭ、紙芝居など、様々なモノを地域のボランティアの皆さんと一緒に作り上げました。楽し
く学べるプログラムなので、今後は、若狭公民館エリアで定期的に開催すると同時に、他の地
域でも開催できるようにしたいと考えています。

職員リレーコラム⑧

知花

咲枝

長かった夏の暑さが和らぎ、寒い季節がやってきまし

そのひとつが湯船につかることだそうです。体温を上

た。一年を締めくくる師走の忙しい時期になりました

げることで免疫力が高まり、入眠効果も高まるので

ね。みなさまいかがお過ごしでしょうか？

質のいい深い睡眠が取れ、早めの回復が期待できる

忙しくなると食事や睡眠が乱れたりしますよね。数

そうです。沖縄では浴槽がない家庭も多いかと思い

日はやり過ごせても、やはり疲れは溜まる一方で悪

ますが、足湯をするという方法も工夫のひとつ。元

循環。本当はちゃんと時間を作って、栄養のある食

気に楽しく毎日を過ごすためには、まずは健康である

事と十分な睡眠をとりたいのですが、なかなかできな

ことが第一！少しの時間や小さな工夫で自己免疫力を

い…。疲れをとる方法はいろいろあるかと思いますが、

高めて、イキイキと生活できるようにしたいものです。

【若狭空手教室】

空手を通して沖縄の伝統文化を
大 切にする心を育てます。幼
児から一 般まで、年齢に合わ
せた指導を行いますので、ご興
味をお持ちの方はぜひお越しく
ださい。初心者も歓迎です。
指導者：下 地 英 作先生
活動日：毎週月曜 17 時〜18 時
場所：若狭公民館 第 3 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！

拠点は津波避難ビル！ジュニアジャズオーケストラが誕生！
！

12 月 17 日 ( 土 ) 朝 7:30~8:30 に若狭海

10 月 16 日に、那覇市津波避難ビル３F でジャズコン

浜公園で「愛犬と一緒にパーククリーン」

サート＆楽器体験が開催されました。これは（一社）

を開催します！これは「人も犬も猫も幸

琉球フィルハーモニックの「ジュニアジャズオーケス

せ！な街つくり隊 OKINAWA」が主催する

トラ那覇ウェスト」のメンバー募集のため、こども

マナー啓発イベントで、毎月行っています。

たちにジャズを紹介し、楽器に触れてもらうための

犬を飼っている人も飼っていない人もお互

催しでした。若狭公民館エリアの若狭小、天妃小、

いにマナーを守り、住良い街を作ってい

那覇小、曙小の子どもたちが対象となっていて、若

きましょう！ パーククリーンは、愛犬と一

狭公民館でもこの取り組みを応援しています。
演奏会は子どもたちも知っている親しみやすい選曲
でしたが、さすがプロのミュージシャン。童謡までカッ
コいいジャズアレンジで演奏されていました！ 楽器
体験もとても盛況で、すぐに申し込んだ子どもたち
もいた様子でした。その後、応募も順調にあったよ
うで、定員に達したとのこと。１月には初のコンサー
トを予定しているそうで、今からとても楽しみです！

緒でも飼い主さんだけでも参加 OK です！
皆さまのお越しをお待ちしています！
また、ドッグライフインストラクターのワ
ンポイントレッスン & わんちゃんお土産付
きです。( 参加無料 )
「人 も 犬 も 猫 も 幸 せ！な 街 つ くり 隊
OKINAWA」の Facebook ページもありま
すので、こちらもぜひご覧くださいね！

「年末大そうじ＆年越しそば会」参加者募集！
12月26日
（月）午前11時〜午後1時
子どもたちや、地域のみんなで、児童館内や周辺の大そうじをし、みんなで児童館をピカピカ
にしたら、年越しそばパーティーをします！
大そうじをして、美味しいおそばを食べて、みんなで楽しく過ごして１年を締めくくりましょう！
那覇市松山の公園内にある村ガー（共

ユウナヌカー跡

⑧

同井戸）跡。当時、那覇地 域の井戸

「クレイブーケ」

水は塩分を多く含み、飲料には適さな
かった。だが、松山公園一帯の井戸
からは甘くて美味しい水が得られたと
いう。産湯や豆腐作りにも利用され、
貴重な村ガーであった。後年、水道普
及により利用されなくなったが、今で
も跡 地の右手には拝所が設けられ、
水への感謝や子の誕生などを感謝す
る場となっている。

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

公民館へ定期的に、粘土で
作った綺麗なブーケを届けて
くださる利用者さんがいま
す。新作ができると前のも
のと交換して行ってくれるの
で、次はどんな作品がくる
かが密かな楽しみになって
います。ぜひ皆さんも窓口
でご覧になってくださいね！

広告募集！

【広告料】 １枠 10,000 円
【配布部数】9,000 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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若狭小学校区の古い映像 / 写真
戦後の埋め立てや近年の港湾開発により急速に姿を変えている若狭小学校区の懐かしい映像や写真を見るユンタク会を企画中です。
各家庭にある写真アルバムを話のタネに昔話に花を咲かせましょう！ また、ご家庭に眠っている８ｍｍフィルムの情報も募集中です。

昔懐かしい写真を見ながらユンタクするお茶会を開催します。波上宮や水上店舗、泊大橋
がかかる前の若狭海岸、若狭小学校の古い校舎、建替える前の若狭市営住宅、若狭市場 ...
など、アルバムの中にある写真を見ながら昔の街並みや懐かしい出来事について語り合いま
す。スナップ写真で結構です。ご家庭にあるアルバムを持ってご来場ください。
※写真を選ぶ必要はございません。アルバムごとご持参ください。
※写真をお持ちでない方の参加もＯＫです。

【日にち】12 月 24 日（土）
【 時 間 】10 時〜 12 時
【 場 所 】若狭公民館 実習室
※一品持ち寄り「朝食会」後開催です。
「朝食会」は、８時半〜。
可能な方はあわせてご参加ください。

ご家庭に眠ったままになっている８mm フィルムはありませんか？家族の記念として撮影した
フィルムでも、そこには地域の懐かしい風景が映り込んでいます。その懐かしい８ｍｍフィ
ルムを探しています。フィルム提供者には、映っている映像をデジタル化しＤＶＤに焼いて
プレゼントします。「８ｍｍ持っているけどもう見ることができない」「○○さんが持ってい
るのを知っている」など、情報がありましたらお気軽にご連絡ください。（TEL:917-3446）

年度の後半は、公民館でも地
域でも行事が多くなります。年
末に向けて、みなさんもお忙
しい日々を過ごしているのでは
ないでしょうか？「職員コラム」
の話題にも近いけれど、忙し
い時こそ健 康が大事、と感じ
ます。季節も冬に向かい、体
調を崩しやすいシーズンになり
ますが、健康で楽しい年末年
始をお過ごしくださいね！
公民館は年が明けるとすぐにも
ちつき大会（１月７日）があり、
また２月には公民館祭りも開
催予定なので、楽しみにしてい
てくださいね！（真）

ご縁結び

