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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

体験教室

http://twitter.com/wakasakouminkan

展示発表

わになろう かかわろう さぁ！みんな

今年も公民館まつりの季節がやってきました！ 公民館を利用するサークルの皆さ
んが中心となり、サークル活動の成果発表や出店、体験教室などで楽しめる２日
間と、１週間後に開催される社交ダンスパーティの全３日間（2/18,19,25）のお
祭りです！ ここ数年取り入れているバルーンアートの飾り付けは子どもたちも大喜
び！ 大人もなんだかワクワクしてしまいます。子どもから大人まで幅広い世代の
皆さんが生涯学習に取り組む姿勢に、毎回身の引き締まる思いがします。今年が
はじまって約１ヶ月が過ぎましたが、年始に立てた目標にすでにめげそうになって
いる方も、公民館まつりでサークルの皆さんのパワーをもらいに来てください！

■ 第 25 回公民館まつり
■ まちの宝・松田芳正さん
■ チョコレート講座
■ 講座・事業報告
■ 職員コラム・宮城
■ 日本一！曙小 玉井くん
■ 若狭児童館情報
■ 辻村跡
■ 公民館の風景
■ 公民館報優良賞受賞
etc...

まちの

宝

舞台発表

社交ダンスパーティー
※ 画像は、昨年の公民館まつりの様子です。

- 第 25 回 若狭公民館まつり -
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喫茶コーナー
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15 時〜

親子で作るお菓子の家
オープニング（獅子舞 / エイサー / カンフー）
バザー
体験教室「中国式健康法と太極拳」

11 時〜
12 時〜
12 時〜

出店コーナー（沖縄そば / カレー / ほか）
舞台発表
健康相談コーナー

2/18（土）

2/19（日）

2/25（土）

18 時半〜 社交ダンスパーティー

培った経験の先にあるのは「人を生かすこと」
松田 芳正 さん（小林流妙武館総本部館長）
「はい、こんにちは！」元気な挨拶で出迎えてくれたのは辻町にお店を
構える「松田三線店」の店主・松田さん。三線作りの他に小林流妙
武館総本部館長や書道の師範など幅広く活躍されており、辻の自治会
長を３期６年務めたことも。地域を活性化するには？と尋ねると「みん
なと仲良くすること、枯れかけの花でも真心の水をかけるとよみがえ
る、どんな人にも誠意をもって接することが大切だよ。」と笑顔で話す
松田さん。優しさ溢れる言葉に温かい気持ちになりました。
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むすぶ

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。

市民
講座

愛のチョコレート講座

2/６（月）
19:00~21:30

バレンタインの季節にちなんで、ヴィー
ガンのチョコバナナタルトを作ります。
実習と同時にフェアトレードの観点から
チョコレートについても学びます。

若狭町ゆんたく会

2/６～3/31（毎週金）
10:00~12:00（全 10 回）

ナイトウォーク

3/18（土）19:30~
3/19（日）7:30

32 キロのコースを、友達と励ま
し助け合いながらゴールを目指
します。真夜中に歩くという非
日常体験で、ぜひ中学校生活
の思い出作りをしてください。

【講 師】中村可愛（沖縄 NGO センター）
【対象者】那覇市在住・在勤・在学の 18 歳以上の方
【参加費】1,000 円（材料費、保険料として）
【申込み】1/23（月）〜31（火）（平日 9:00~17:00）

うきしま
大学

地域
連携

【対象者】那覇中・上山中学校の生徒
【参加費】1,000 円（保険料実費）
【申込み】３月上旬に募集開始予定。

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地域。講座では、戦前の若狭町
について、資料をもとにざっくばらんに語らいます。
【講師】島袋文雄

みなとまち歴史散歩

①11/9 ②12/2 ③12/10 ④12/16

４回にわたり、地域の歴史を学びました。
「泊・前島」「波上・辻」「久米・西町・東町」
「若狭・松山」と地域ごとに分けて、歴史
のオーソリティーである講 師の方々から
様々な貴重な話を聞かせて頂きました。
参加者の皆さんは、
積極的に質問などもし、
新しい発見に心躍らせている様子でした。

【対象者】那覇市在住・在勤・在学の方

【参加費】1,000 円（資料・お茶菓子代等実費）

CGG 年末美化清掃

第３回こども国際映画祭 in 沖縄＜KIFFO＞

昨年１２月に開催した『CGG 年
末美化清掃プラス ONE』。とても
暖かく天候にも恵まれて絶好のお
掃除日和でした。ゴミ拾いをした
後は、みんなでふるまい鍋の豚
汁を美味しくいただきました。

今 年で３回目を 迎 えた『こども国 際 映 画 祭 in 沖 縄
＜KIFFO＞』は、初めて若狭公民館を会場に開催しまし
た。司会、受付、場内外の誘導、音響・照明・映写の
技術スタッフも子どもたち自身が務め、こども審査員が
上映３作品の中からグランプリを決めました。子どもた
ちがイキイキ活動する様子は頼もしかったです。

12 月 11 日 ( 日 )

職員リレーコラム⑨

11/25（金）前夜祭，11/26（土）・11/27（日）本祭

宮城

潤

あけましておめでとうございます！ この『広報わ

くさんいらっしゃるということ。受賞のニュース

かさ』が皆さまのお手元に届く頃は、ちょうど旧

が新聞に掲載されると「おめでとう！」「すごい

正月を迎えた頃でしょうか。さて、昨年末、嬉

ね！」と電話や窓口で声をかけていただいきまし

しいお知らせがありました。『全国公民館報コン

た。私たち公民館職員は、地域の魅力を発信す

クール』優良賞受賞！ 若狭公民館の取り組みが

るお手伝いをさせていただいていますが、その

全国的に評価していただけることは大変嬉しいで

中身を作っているのは公民 館利用者や地 域の

す。しかし、それよりも嬉しいのは、受賞を我

方々です。皆さんと一緒に喜べることが励みにな

がこととして喜んでくれる利用者や地域の方がた

り、ますます頑張ろう！と心を新たにしています。

【はじめま専科 詩吟錦城会】
詩 吟とは 漢 詩、和 歌、短 歌、
俳句に節をつけて詠う芸能であ
ります。腹の底から声を出して
うたいますの健康にも良いと思
いますよ！初心者も歓迎です。
指導者：金丸 錦央先生
活動日：毎月一回（土・日の２日）
時 間：１３時〜１８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！

アルバム持ち寄りお茶会
ご参加ください！

曙小学校の玉井くん、日本一に！

昨年末、若狭公民館で「第１回アルバム持

曙小学校２年生の玉井大喜くんが、全国こども科学

ち寄りお茶会」を開催しました。来場者が持

映像祭で最高賞・最優秀作品賞にあたる文部科学大

ち寄ったアルバムを見ながら、様々な思い出

臣賞を受賞しました！ 夏休みの自由研究で取り組ん

を語り合うユンタク会で、参加者のこどもの

だ「台風と竜巻」の延長で、映像祭に応募するにあ

頃の話や復帰直後のおもしろエピソードで盛

たり竜巻に焦点を絞り研究をしました。大喜くんは普

り上がりました。「そんな貴重な写真は持っ

段から興味を持ったものに対してはとことん調べ、深

てはないし…。」と遠慮する方もいるかもし

く知りたい欲求が強いそうです。少し前までは、デ

れませんが、背景に映り込んだ景色や服装

ジタル放送とアナログ放送の違いに興味があったそう

などでも、当時の沖縄を感じられ、懐かし

です。目の付け所がユニーク！ 将来が楽しみですね！

いものです。今後の開催はホームページ等で

若狭小 60 周年記念式典・祝賀会 開催！

案内しますので、お気軽にご参加ください。

１月 21 日は、若狭小学校 60 周年記念式典と祝賀会

那覇市ちゃーがんじゅう課よりお知らせ

が開催されました。同窓生や地域の方々が集った祝

平成２９年４月よりはじまる「那覇市介護予防・日常
生活支援総合事業」の説明会を下記の通り開催します。

賀会では、子どもエイサーの「若狭ちむどんどん太鼓」

2/1( 水 )10:30~11:30 首里支所１F 会議室
16:30~17:30 ほしぞら公民館３F ホール
2/2( 木 )10:30~11:30 那覇市保健所３F 大会議室
16:30~17:30 那覇市総合福祉センター２F 会議室

をはじめ、PTA や先生方の余興で和気藹々と同校の
還暦を祝いました。

『じどうかんまつり』

『第4回ママフェスタ〜東日本・熊本震災支援

日にち：2月25日(土)午前10時30分〜午後3時
「あそぼう、つなごう、
ちいきのわ」をテーマに子どもたち
が遊べて楽しめるお祭りです。飲食販売、
くじやゲームの
コーナー、舞台発表など、
まつり実行委員会の子どもたち
と一緒に作り上げていきます。ぜひ遊びに来てください。

日にち：3月4日(土)午前10時30分〜午後3時
手作りおもちゃやアクセサリーなどの雑貨販売、お母さんと子どもで楽
しめる体験コーナーやイベント、ネイル、マッサージ、軽食販売など、そ
の他いろいろなブースが盛りだくさんです。なおフェスタで集まった募
金は、全額被災地へ寄付します。

チージ（辻遊郭）が創設された経緯

辻村跡（ちーじむら あと）

「杵と臼」

は諸説あるが、一説には貿易港の那
覇には唐からの一行を相手にする遊女
がいた一方で、街娘を相手にしようと
する者も多く、その対策として辻周辺
に遊女を集め、３人の王女を住まわせ
たのが始まりとも言われている。要人
や商人をもてなす社交場として発展し、
客をもてなす女性（ジュリ）は芸事を
教え込まれた。女性だけの自治が行
われ、独自の文化が作りあげられた。

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

！
ずか
わ
残り

チャリティーイベント〜』

画：真喜屋 志保

⑨

毎 年 恒 例 のもちつき大
会、今年は残念ながら、
ノロウィルスを警戒して
中止にしました。しかた
ないなぁと思いつつも、
とても残念でした。ベラ
ンダで干されている杵臼
たちも、心なしか寂しげ
に見えました。

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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祝 『広報わかさ』優良賞受賞！

第６回全国公民館報コンクール（主催：全国公民館連合会）

地域の情報共有と公民館の窓口として
若狭公民館の広報誌『広報わかさ』が、全国
公民館報コンクールにて優良賞を受賞しまし
た。全国に約１万４千館ある公民館のうちコン
クールに応募したのは 154 館。その中での受
賞は大変嬉しく思っています。『広報わかさ』
は、地域の魅力を紹介すると同時に地域内の
情報共有を目的に紙面構成を行い、公民館エ
リア内の各小中学校や関係機関、新聞販売
店の協力を得て毎号 9000 部を地域に配布し
ています。公民館の基礎情報はもちろん講座
案内なども掲載していますので、ぜひ手にとっ
て読んでいただきたいです。またバックナン
バーは公民館 HP からもご覧いただけます。
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広報協力者募集！
取材 / 編集 / 情報提供 / 広告
若狭公民館は、地域の魅力を広く発信
するべく広報活動に力を入れています。
しかし、対象エリアは那覇市内の国道
58 号線の西側全域と幅広く、公民館
職員だけでは様々な情報を把握するの
が難しい状況があります。そこで、地
域の魅力ある人物・歴史・文化・出来
事などを取材および情報提供していた
だける方を募集しています。また、編
集作業等の協力も大歓迎です。さらに、
『広報わかさ』の印刷代を捻出するた
めに広告掲載も受け付けています。
協力していただける方は、若狭公民館
までご連絡ください。
（TEL 917-3446）

2017 年がスタートして約１ヶ月
が過ぎましたが、みなさんいか
がお過ごしでしょうか？今年は
初っ端から毎年恒例の餅つき大
会が中止になってしまいました
が、すぐに公民館まつりがやっ
てきます！普段あまり公民館に
来たことのない方も、ぜひこの
機会に足を運んでくださいね！
公民館まつりの他にも「アルバ
ム持ち寄りお茶会」や「朝食会」
など、どなたでもご参加頂ける
会もありますので、気が向いた
タイミングで、公民館にお立ち
寄り頂けたら嬉しいです。お待
ちしてます !（真）

ご縁結び

