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若狭地域が映画の街に!?
「思い出の野外上映会を復活させたい！」という地域の方からの声をきっかけに始まった『うみそら
上映会 in 若狭』は６月〜１０月まで、毎月１回開催しています。この上映会を運営するのは、地域の方
々による実行委員会。回を追うごとに参加者も増え、内容も充実してきました。そして１１月には、子ど
もスタッフが運営する『こども国際映画祭 in 沖縄＜KIFFO＞』を若狭公民館で開催します。司会や受
付、会場誘導、音響・照明・上映などの技術スタッフ、そしてグランプリを決定する審査員も子どもたち
が務めます。世代を超えて感動を共有できるのが映画の魅力。お誘い合わせの上ご来場ください！

「うみそら上映会」
（８月）の様子

平成29年度沖縄文化芸術を支える環境形成推進事業

9/29,10/20（19:30-20:30）
若狭海浜公園にて

沖縄の懐かし映像と短編映画

入場
無料

大型旅客船を臨む海浜公園という絶好のロケーションのもと、知ってい
る人には懐かしく、知らない人には新鮮な昔の那覇の風景を収めた映像
と短編映画の上映会を開催します。１０月まで、あと２回開催予定です。
会場では駄菓子の販売などもあります。どうぞ、お楽しみください！

9月29日（金）

11/24,25,26

那覇市若狭公民館にて

映画はココロの栄養だ！
前夜祭

17:30 開場

11月24日（金）入場無料

ファミリーマート×KIFFO コラボ企画 「60秒動画コンテスト」
入賞作品は映画祭で上映！プロアマ問わず大募集中！
空メール送信で応募要項をゲット▶ kiﬀo60@kukuruvision.com
応募しめきり ① 9/30(土) ② 10/31(火)

映画祭本祭

9:00 開場

11月25日（土）・26日（日）

「ぼくたちの通学路 わたしたちの学校」

1作品 500円 おとな・こども共通

福島県染川市で、廃校になる小学校5校の子ど
もたちが学校の最後の思い出にとコマ撮り映画
を制作。通いなれた母校を舞台に子どもたちの
自由な発想といきいきとした表情にホッと優し
い気持ちになります。

チケット
ご希望の方は
若狭公民館
まで！

※「タングカッター」「地球にやさしい生活」のチケットを購入すると「さとにきたらええやん」に特別招待！
※座布団を持参すると1ドリンクもらえる特典つき♪
※わくわく無料ワークショップ（鉄棒・プロジェクションマッピング・買い物ゲーム）もあるよ！

10月20日（金）

「こころ、おどる」
「やぎの散歩」
今年度最後となる『うみそら上映会』は、沖縄フ
ィルムオフィス「フィルムツーリズム推進事業」と
して制作された２本の短編映画を上映します。
沖縄の映画監督による沖縄の魅力がたっぷり詰
まった作品を堪能してください。

さとにきたらええやん

※9/29,10/20 両日とも、シネマ沖縄による「沖縄の懐かし映像」も上映します。

CONTENTS
■ 若狭地域が映画の街に
■ 宮城実来さん
■ 受講生募集
■ 講座・事業報告
■ 職員コラム・平良
■ 那覇中学校吹奏楽部
■ 若狭児童館情報
■ 那覇の旗頭
■ 若狭図書館より
■ パーラー公民館
etc...

タングカッター

〜僕らのこづかい稼ぎ〜

日本 / 100分
出演者登壇（11/25（土）9:30~） ノルウェー / 85分 / 日本語吹替
お問合せ

（株）ククルビジョン内 KIFFO事務局
098（996）1456 / 070（5567）6686

地球にやさしい生活

アメリカ / 96分 / 日本語字幕
サンダンス映画祭上映作品

kiﬀo.kukuruvision.com

”好きなもの”でつながる 人・こと・世界

宮城 実来さん（那覇西高校）

今年度、全国高文祭の弁論部門で最優秀賞、文部科学大臣賞を受賞した宮城さん。
「私
の挑戦」と題し、フットサル・サッカーを通して経験したことを語り、全国一に輝きまし
た。デフ（ろう者）フットサル・サッカー日本代表として海外遠征にも参加し、文武両方
面で日本トップクラスの経験をしている宮城さんですが、
「やっていることに特別感はな
く、日常の延長線で『世界へのハードルは低いと思っている』」といいます。
自身では周りへ与えている影響を感じていないようですが、彼女に魅了されている人は
多いはず。聴覚のハンデを感じさせない、宮城さんの素直で前向きな気持ちと彼女を丸
宮城 実来 さん
（那覇西高校２年 上山中出身）

ごと受け入れ、その才能を育んだ家族や友達、学校や地域の環境が多くの” 宝 ”や” 縁 ”を
引き寄せているのだと感じます。

※弁論全文は沖縄タイムス（2017.8.4付 29面）に掲載されています。
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！
防災 リッカ
ヤールーキャラバン！

10/14（土）
10:00〜12:30

青年
講座

若狭海浜公園で開催する上映会を一緒に創りませんか？「野外なら
ではの楽しい上映会を！」などなどアイディアを出し合って創ります。

クイズや人形劇・ゲームなどを通して、被災時の適
切な行動や応急処置の方法、日常での心構などを
学びます。おもちゃの交換会も同時に開催するの
で、子ども〜大人まで楽しみながら防災について
学べるプログラムです。
【場

所】那覇市津波避難ビル

【対

象】ご興味のある方

【参加費】 無料
※おもちゃの交換会もあります。
交換できるおもちゃがあればご持参ください。

わくわく 森の探検隊！

森の家みんみんで１泊２日の宿泊をしまし
た。「森の指令ゲーム！」では新たな発見
をし、「夜の森の観察会」では暗闇に潜ん
でいる生き物と出会いました。
森の酵母を起こしてパン作りをするなど充
実した時間を過ごし、子どもたちは森の空
気を肌で感じ、鳥のさえずりや虫の声など
自然をめいいっぱい体験しました。

ユニークな上映会を創りましょう♪

※上映日程：9/29（金）19:30〜20:30

【スタッフの活動】ミーティング・上映会当日の運営など

第 21 回

若狭地域文化祭

10/28（土）
11:00 〜 18:00

保育園児〜中学生などによる演奏・演舞や保存会による
旗頭、シニアファッションショーなどの舞台発表、沖縄そ
ば等の出店、子どもイベントなど多彩に楽しめる文化祭で
す！ぜひ遊びにきてください！

（未就学児は保護者同伴）

【少年教室】

９月は「ぼくたちの通学路 わたしたちの通学路」などを上映予定！

地域
連携

（那覇市松山２−２２−１）

うみそら上映会 スタッフ募集！

【会

場】若狭海浜公園（雨天時：若狭公民館）

【少年教室】

ワクワク こどもアニメ教室

Happy Nepali
めんそーれ 沖縄

パラパラ漫画の要領で、風船が描かれた

県内に多く住むネパールの方々やその文

１５枚の用紙に絵を描いていき、オリジ

化を理解するきっかけになればと思い、

ナルの「赤い風船の旅」を作りました。

沖縄ネパール友好協会と共催で留学生と

子どもたちの自由な発想で個性溢れる作

地域の方との交流企画を行いました。改

品が出来上がりました！

善点もありましたが、お互いに顔の見え

完成した作品を鑑賞する子どもたちのキ

るつながりを作ることができたのは収穫

ラキラとした目がとても印象的でした。

でした。今後も楽しい企画を行う予定な
ので、その際はぜひご参加ください。

１３

平良 亜弥

広報わかさでは初めましてとなります。

毎回たくさん出てきます。その声は思いもよらな

平良亜弥と申します。今年度、曙で実施してい

い輝く宝物を見つけたような気持ちにさせてくれ

る『パーラー公民館』のスタッフとして関わらせ

ます。見つけた宝物は、誰かが独り占めしていて

ていただいています。『パーラー公民館』は毎週

はもったいない！みんなで知恵を出し合って、味

水・金、あけぼの公園を中心に開館しています。 わい、楽しむことが公民館での活動の醍醐味な
白いパラソルと黒板と椅子そしてスタッフがいる、 んだろうと思います。夏の暑さに負けず、楽しみ
ただ、それだけです。そこで交わされる会話の中
で、地域の魅力的なことや解決したいことなどが、

ますので、どうぞよろしくお願いします。

サークル紹介
【若狭ちむどんどん太鼓】
毎週２回の練習で楽しくエイサー
を踊っている子どもエイサー団体
です。地 域の行事に出演したり、
県外の子どもたちとの交流会など
いろいろな活動をしています！
メンバーも募集中♪
活動日：毎週火・木曜日
時 間：１７時〜１８時
場 所：第１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！

土曜朝塾開講！

クリーンナップ表彰 若狭まち協

やってきました！今年も１０月から土曜

８月１日、「めんそーれ沖縄クリーンナップキャ

朝塾が始まります！ ３ヶ月間、毎週土

ンペーン表彰」にて、若狭小学校区まちづくり

曜日の朝１０時から琉大生が小中学生

協議会が表彰されました。旅客船バースから国

を対象に学習支援と授業を行ないま

際通りに向かう若狭中通りや龍注周辺の公園な

す。大学生との出会いや学校を越え

どの「花いっぱい運動」が評価されての表彰
です。糸数武会長が受賞者代表挨拶を行い、

ての児童生徒の交流があり、学校で

環境部会の皆さんと喜びを分かち合いました。

はできない学びや体験ができることま
ちがいなし！ ちなみに参加費は無料

カジマヤーパレード 若狭１丁目

です！ 場所は、若狭児童館と上山中

９月は各自治会ごとに敬老会が催されていま

学校の地域連携室で行ないます。学

す。若狭１丁目自治会では、カジマヤーを迎え

校で 参加申込が配布されますので、

る５名中４名の方がオープンカーに乗って地域

細かい内容はそちらをご覧ください。

をパレードし、カジマヤーのお祝いをしました。

たくさんの参加をお待ちしています。

長寿をあやかろうとたくさんの方が駆けつけ、

（学生団体 ミカロス）

那覇では珍しい光景を楽しみました。

若狭児童館キッズダンス出演情報♪
『 那覇まつりパレード 』 『 若狭地域文化祭 』
【日程】１０月７日（土）
【場所】国際通り

【日程】１０月２８日（土）
【場所】若狭海浜公園

『 てんぴっこまつり 』
【日程】１１月２６日（日）
【場所】天妃小学校

それぞれの舞台、緊張するけど笑顔で元気にダンスしてきます♪

参加者募集

野外炊飯にチャレンジ！

子どもたち自身で食事メニューを考え、買い物を行ない、
野外炊飯活動をします。
※詳しくは、
「児童館だより ９月号」または直接お問合せください。

【 日時 】事前研修：１０月１１日（水） 本研修：１０月１３日（金）
【 場所 】糸満青少年の家

那覇四町と称される「西村・東村・若狭町村・泉崎村」
での綱引が元となり、現在では県内随一の祭となっ

那覇四町の旗頭（なはゆまち の はたがしら） た那覇大綱挽。そこに欠かせないのが旗頭である。
地域ごとに繁栄の願いが込められた象徴であり、旗

持が踊らせるその姿は誇り高く勇壮である。四町の

「那覇四町綱之図」 作者不詳 (19〜20 世紀 )
那覇市歴史博物館 所蔵

本に恋する季節です！
11 月 3 日は文化の日。この日をはさんだ２
週間は、全国的に秋の読書週間です。図

頭と旗字はそれぞれ、西町：
「はっち（八卦）」
「凱歌」。

書館では、坂本龍馬没後 150 年ということ

うばんやーま（京判やーま）」
「鎮群」。泉崎「ぐーやー

ナーでは、若狭地域文化祭にあわせて若

王朝時代の色鮮やかな旗頭が描かれており、今と変

歴史なら任せて！という若狭達人は情報提

東町：
「うふむすん（大結）」「東」。若狭・松山「ちょ

で幕末や明治維新特集をします。郷土コー

（巴）」「泉」である。『那覇四町綱之図』には琉球

狭地区に関する資料を展示します。若狭の

わらぬ平和と繁栄への願いを感じることができる。

供にご協力ください！（図書館長 仲程）

※「広報わかさ」に掲載する広告を募集しています。
若狭公民館（098-917-3446）まで、お気軽にお問合せください。
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曙・パーラー公民館オープン！
８月９日、あけぼの公園にて『パーラー公民館』が開館しました。今後は、曙
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Wakasa 料理クラブ
レシピ紹介「

きのこと小松菜の酒蒸し 」

地域を舞台に、多世代交流のゆんたく場として週２回程度開館予定です。
８月に実施したワークショップ「あちゃ〜ぬ地図ゆ」では、子どもたちが曙願
寿会の方々とまち歩きを行いながら、地域の変遷に触れた後、5.5m×3.6m
の大きな布に〔未来の地図〕を描きました。９月は懐かしい写真を持ち寄り
昔話に花を咲かせる「アルバム持ち寄りお茶会」を開催。１０月は「あけぼの
のうたをつくろう」と題して、みんなで曙地域の曲を作ります。この取り組み
は１０月〜１２月までの期間限定で行います。お気軽にご来場ください。
【10月のスケジュール】
10月以降、基本的に月・金の午後
2時〜6時、あけぼの公園で開館。

8/9のテープカットには、城間市長も駆けつけました。

①『あけぼののうたをつくろう』
10/11（水）13時〜15時
②『第21回若狭地域文化祭』
10/28 ※若狭海浜公園にて
③『ちょこっとハロウィン』
10/30（月）16時〜17時半

《材料》
きのこ類 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 各２００グラム

（しいたけ、
まいたけ、
えのき、
しめじ、
エリンギなど）

小松菜 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ ２００グラム
料理酒 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 大さじ２
塩
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 小さじ1

《作り方》
１．
きのこ類は食べやすい大きさに切る。
２．
１を鍋に入れ、上から塩と料理酒を振り入れ、
ざっと混ぜ合わせる。
３．
２にふたをして５分ほど弱火で蒸し煮にする。
４．
３にざく切りした小松菜を加え、再度ふたをして３分蒸し煮にする。
きのこ類から水分がでて、
クタッとしたらできあがり！
☆ 器に盛り、
お好みでカボスを絞っていただきます。
♪アレンジ♪：大根おろしを添え、
ポン酢をかけてさっぱりと！
塩の代わりに醤油や塩こうじを使っても！

まだまだ暑さの厳しい９月。いかが
お過ごしでしょうか？
先月までの夏休み、子どもたちは
休みならではの体験や遊びを満喫
できたでしょうか？大人も同じくら
い日常を楽しむことができたら素
敵ですよね！当館では８月中、森で
の自然体験やアニメ教室など、子
どもたちと一緒に学び、楽しむ講
座を開催しました。また、野外上
映会や曙でのパーラー公民館など、
いつもとは一味違う時間や場所を
創り、地域の方々が集う機会を設
けることもできました。
そして秋も様々な企画が満載！公民
館をきっかけに” 楽しい！” 時間を
得ていただけると幸いです！（知花）

ご縁結び

