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第70回優良公民館表彰

最優秀館決定！

公民館日本一に！

文部科学省審議官と優秀公民館５館による記念撮影

那覇市長・教育長に「最優秀館」の報告（3月20日/那覇市長室）
宮城潤館長 / 城間幹子市長 / 早川忠光理事長 / 渡慶次克彦教育長

プレゼンテーションの様子

表彰状授与

▲「第70回優良公民館表彰式」 3月8日 / 文部科学省第二講堂
那覇市

「第70回優良公民館表彰」
において、若狭公民館が
「最優秀館」
に選ばれました。

のです。第70回の今年は、全国から76の公民館が表彰されました。

その優良公民館のうち、特に優れた活動を行っている5館を
「優秀館」
として文部科学

地域
おかの皆
げ で さん
す！ の

です

工夫をこらし、地域住民の学習活動に大きく貢献している公民館を表彰するというも

の誇り

「優良公民館表彰」
は、全国に約1万4千館ある公民館の中から、事業内容・方法等に

大臣が決定し、3月8日の表彰式会場で、
「優秀館」5館の中から
「最優秀館」1館を選定

するためのプレゼンテーションが行われました。
プレゼンテーションの様子はインター

ネットでも中継され、
インターネット視聴者・会場からの投票結果を踏まえた審査によ

り、若狭公民館が
「最優秀館」
の栄誉に輝きました！

宮城館長

3月20日に、NPO法人地域サポートわかさ
（若狭公民館指定管理者）
の早川理事長と

早川理事長

館長の宮城が、城間市長、渡慶次教育長に報告に行ったところ、市長から
「地域に寄り
添いニーズをとらえた活動は、素晴らしく誇らしく思います」
と賞賛いただきました。

城間市長

このような評価をいただけるのは、公民館の活動を支えてくださる地域の皆様、利用者

の皆様、
そして連携・協力している多くの機関・団体のおかげだと思っています。 あらた

めて感謝申し上げます！
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▲城間市長との懇談の様子 3月20日 / 那覇市長室

『第70回優良公民館表彰「最優秀館」祝賀会』を
4月28日（土）17時〜 若狭公民館ホールで開催予定です。

柔らかな情熱をもった地域人

吉川 盛之さん
（ NPO法人那覇西地域交流ネットワーク理事長 ）

いつも優しい表情と柔らかな雰囲気を身にまとっている吉川さん。地域活動に
尽力する地域人のひとりです。現在は『那覇西地域交流ネットワーク』
（以下、那
覇西ネット）の理事長を務めています。那覇西ネットは、市民が生涯、安心して快
適に生活できるよう安全なまちづくりを目指して活動しており、医療機関や地域
の組織と連携して避難訓練や認知症サポーター育成講座などを開催しているそ
うです。
「今後は会員を増やしてより活動を充実していきたい」と意気込む吉川
さん。民生委員や自治会長、相談協力員などの経験もあり、地域のために活動し
たいという思いを日々体現している、柔らかくも情熱を持った方です。
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連携

ネパールニューイヤーパーティー（沖縄・ネパール文化交流プログラム）
今年の４月14日はネパールのお正月なの
だそう。料理やダンスを楽しみながらネパー
ルの文化に触れて交流してみませんか？

４/1４（土） 12:00 〜 15:00

ネパール伝統衣装の試着コーナーもありま
す。入場は無料ですので、お誘いあわせのう
えぜひ遊びにきてください♪

第26回 若狭公民館まつり

３/1７（土）社交ダンス
24（土）体験教室・展示 etc.
25（日）舞台・出店 etc.

前夜祭の社交ダンスパーティーから始まり、翌週の24・25日まで３日間、若狭公民館
利用団体主催で、第26回若狭公民まつりが開催されました。今年も大いに盛り上が
り、たくさんの方にご来場いただきました。
日頃から公民館で活動されているサーク
ルの皆さんの発表の場！展示も舞台も気合がはいります。公民館まつりは観るだけで
なく、健康相談・バザー・体験教室・お菓子の家つくりなどの開催もあり、世代を問わ
ず、地域全体で楽しめるお祭りです。会場設営からまつりの運営、
片付けまでサークル
みんなで和気あいあいつくっています！当日の様子や準備の奮闘ぶりなどは、公民館
のブログでも紹介しているので、ぜひご覧ください。

子育て世代のためのスマホ教室

２/10（土）
講師：モバイルプリンス

第23回 ナイトウォーク

モバイルプリンスこと島袋さんを講 りやすく説明していただきました。

一晩かけて約32キロを歩き通

師にお迎えし、保護者向けのスマホ あわせてインターネットの危険性

すという毎年恒例のイベント！

教室を開催しました。
「スマホとは？」 や子どもへの影響も教えていただ

中学生が互いに励まし合いな

から始まり、OSの違いや便利なアプ き、参加者からも積極的に質問が

がら、完歩しました！ 今年はど

リやサイトの紹介、グーグルホーム でて、楽しく充実した講座となりま

んな思い出ができたのか？ 詳

などを実際に使ってみたりと、わか

しくはブログをご覧ください♪

した。

１６

東 澄子

２月17日のダンスパーティーを皮切りに公民館 ということは、素晴らしいことだと思います。いつ
まつりも、25日をもって無事に終了しました。
これ までも、生き生きと張りのある日々を送り続けて
もひとえに利用団体の皆様のご協力と団結の賜 いきたいですねぇ！
物だと感謝申し上げます。
さて、
まつりが終わって そんなみなさんの活動の機会を増やし、応援す
ほっとしたのも束の間、公民館は４月からの新年 る場所である公民館。
「その職員として仕事がで
度に向けて慌ただしい毎日をおくっています。そ きる私はしあわせだなぁ〜」
とつくづく感じてい
んな時、利用者の皆さんが、笑顔で楽しそうに活 ます。皆さんは如何ですか？日々の生活に生きが
動している姿をみかけると、幸せな気持ちになり いを感じていますか？充実した毎日をおくってい
ます。同じ趣味をもち、共に活動する仲間がいる
ますか？

3/17（土）
〜18（日）

サークル紹介
【 自彊術愛好会 】
じきょうじゅつあいこうかい

自彊術は医学的根拠に基づいたツ
ボ押し体操で、慢性病克服に効果
があります。体は健やか心は和や
かに。皆さん一緒に始めませんか？
活動日：毎週水曜日
時 間：１９時００分〜２０時３０分
場 所：和室
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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！

若狭中通りの
信号機

前島３丁目婦人会 千羽鶴贈呈

若狭１丁目と２丁目の間を通る
「若狭
中通り」。空港へのアクセス道路とし
て、交通量の多い道です。便利な道路
ですが、その分、安全面で心配なこと
も。
スピードを出して走る車が多く、横
道の生活道路から中通りへの出入り、
スーパーへの行き来などを考えると信
号機の設置場所などを見直してほし
いという声が近隣住民の方から聞か
れます。
「 今も信号機はあるけれどそ
の場所を少し動かすことで、
より便利
で安全になる」
とのこと。全ての要望に
応えることは難しいと思いますが、そ
こで暮らす生活者の声をより反映した
まちづくり
（環境づくり）ができればい
いですよね。

2月5日、前島３丁目婦人会から対馬丸記念館に千
羽鶴が贈呈されました。
「 近くの対馬丸記念館に、
前島３丁目も何か協力したい」
という声が上がり実
現したそう。制作は20名あまりで、約１ヵ月かけて
行い「手や指を使うよい練習になった」
と笑顔のみ
なさん。将来的には読谷のチビチリガマにも何か
寄贈をと考えているそうです。

曙小学校文科大臣表彰祝賀会
1月26日、曙小学校で、優良PTA、キャリア教育、早
寝・早起き・朝ごはん運動の文部科学大臣賞の祝
賀会がありました。その他、先生方や地域の方々
が受けた数々の表彰も合わせてお祝いしました。
会では、真喜志校長より曙小学校の取り組み説明
があったほか、先生方やPTAによるサプライズ余
興が飛び出し、大いに盛り上がりました。

各クラブ メンバー大募集！

参加者募集 こいのぼり作り & 掲揚式

小学生のみなさん、放課後に児童館で楽しく活動しませんか？
いろいろなクラブがあるので、ぜひ遊びにきてくださいね♪

４月から、こいのぼり作りを始めます。

《キッズダンス》毎週月曜日 16:30〜17:30
《 卓 球 》毎週木曜日 16:30〜17:30
《 習 字 》毎月第２土曜日 13:30〜14:30

掲揚式に向けて、ぜひ一緒に作ってみませんか？
みんなで作ったたくさんのこいのぼりは、児童館前
の川に掲揚しますよ♪ お楽しみに！

※ 変更がある場合もありますので、詳細はお問い合わせください。

開南小学校の裏門にたたずむ石碑。琉球王府時代

泉崎の村学校所 跡
（いずみざき の むらがっこうじょ あと）

に設置された村学校所の跡地だ。村学校所とは、王
府の初等教育機関や役所としての機能を兼ねてい
た場所である。教育機関としては7歳〜14歳までの

士族が読み書きを学んでいた。泉崎学校所は他の

地域に先駆けて1824年に設置され 、那覇の教育の
発祥の地とされている。
「 学道館」と称され 、大湾親

雲上の寄贈により建てられたという。現在も近隣に
は沖縄県庁舎や那覇市役所があり、行政の中心地
「泉崎村学校所 学道館 跡」
開南小学校裏門

域であると同時に、子どもたちの学び舎であり、人が
育つ場所としてその歴史をつないでいる。

若狭のこと、お調べします！
最近、若狭地域についての調査依頼が続
いていて、職員総出で資料を探し出し、公
民館職員の協力も得ながら情報を集めて
います。実は若狭図書館に来るまでは、若
狭といえば耳切り坊主の護道院くらいし
か知りませんでした。。。いくつになっても
新しいことを知るということは楽しいと思
う今日この頃でした。
（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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退職職員あいさつ（小坂・与儀）

H30-32 指定管理者に

3月31日をもって、若狭公民館職員の小坂直樹と与儀実左が退職することになりました。

二人とも若狭公民館での出会いを大切にしながら、別の道で頑張っていくことになります。

どこか別の場所で会うこともあると思いますので、今後ともよろしくお願いします！
この1年は若狭公民館の指導員として、地域ニーズ
に応える講座実施に取り組んできました。
まちづくり
の集まりにも参加して地域課題を知り、
「 地域」が以
前より身近になりました。指導員を通して子供の頃
経験できなかった社会教育を今体験した気がしま
す。皆さんありがとうございました。

若狭公民館に勤めて
「あっ！」
という間の３年
間でした。
ここで出会った地域の方々、利用
団体の皆様には沢山のことを学ばせていた
だきました。私にとってかけがえのない宝もの
です。
いっぺーにふぇーでーびる！

与儀 実左

那覇市議会2月定例会本会議（3月19日）

において、平成30〜32年度の若狭公民館

指定管理者に、NPO法人地域サポートわ

かさ
（早川忠光理事長）を指定することが

議決されました。地域サポートわかさは、
平成22年度から５年間、若狭公民館の一
部業務を受託した後、平成27年度から指
定管理者を務めています。
これからの３年

大阪出身の
小坂です！

ヤールーキャラバン
やるやる！

地域サポートわかさ

間、積み重ねてきたものを大事にしながら

も気持ちを新たに地域の皆さまに必要と

される公民館を目指して頑張ります！

小坂 直樹

よぎ じっさ

こさか なおき

沖縄ではすでに夏の気配を感じる
３月。季節の変わり目、そして変化
の多い季節でもありますね。
これま
での生活環境が変わる人もいるか
と思います。３月中旬、公民館では
毎年恒例のナイトウォークを開催し
ました。特に中学３年生にとっては
大切な思い出のひとつになったの
ではないでしょうか？ 友達や家族と
共有する時間、誰かのために使う時
間、自分のための時間…。どれもい
いバランスで過ごしたい。
よく
「時間
を大切に！」
と言われますが、
日常の
中では忘れがちになってしまいま
す。別れや出会いが多いこの季節
に改めて「一期一会。今この時を大
切に！」
していきたいものです。

ご縁結び

