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お知らせ

〇三月に子どもたちと

保護者・地域のつどい開催予定
来年三月二日（土）午前十時から与儀小学校体育
館で、新小学一年生と新中学一年生を招いて、地域
の皆さんで激励する会（学事奨励会）を行います。
保護者も一緒になって、子どもたちとの楽しいひ
と時を送りたいと思います。
多くの地域のみなさんのご参加をお願い致します。

〇一月の防犯パトロールの実施

ましたら お 気軽にお 寄せ下さい。次回の発 行は３月を

予定しております。

与儀小学校区まちづくり協議会事務局
与儀小学校内 ＴＥＬ ０８０ ６
ｰ ４９１ １
ｰ ８４３
原国まで

いつもご協力いただいています新聞販売店をご紹介します。
・琉球新報寄宮第一 与儀販売店 ・ 琉球新報樋川販売店
・沖縄タイムス与儀寄宮販売店 毎度ありがとうございます。

与儀まち協の活動状況
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全国ひげコンクールでベスト に入った
〇第三回よぎトックリキワタまつり開催
きっかけで周囲の注目を浴びた成吉さんの
与儀小学校区まちづくり協議会と与儀トックリキワタ通り会が共
ひげワールド をご紹介しよう。
催で開催しました「第三回よぎトックリキワタまつり」が、十一月
ひげのお陰でウチナー芝居にも出演し、守
十七日（土）に無事に終了しました。今回のまつりは、花の咲かな
り神仙人役を演じた事、首里文化祭の古式行
いまつりとなりましたが、多くの皆さんの参加で会場は、大変盛り
列で三可官役も努めた、そして毎年 月にな
上がりました。およそ千人近くのみなさんが参加されたと思います。
ると 白ひげのサンタさん として今でも
このまつりが無事に実施できましたのも、多くの皆さんのご協力の
あっちこちの保育園からひっぱりだこで、多
おかげだと思っております。厚く御礼を申し上げます。
くの子ども達に夢を与え続けてい 『名物サ
まつりの模様をスナップで紹介します
ンタさん』である成吉さん曰く「わんや い
ふうなちゅう（私は変わり者）目立ちたがり
で祭り男。祭りと聞くと肝（チム）ワサワサー
する」という。
地域のいろんな行事、イベントには必ず成
吉さんの顔がある。成吉さんの原点は地域を
元気にすることだという。
ご自宅には与儀の歴史がつまった懐かしい
写真等がたくさんありますよ。
ご本人の了解が得られたら「変な資料館
（？）」をのぞいてみてはいかがですか？（笑）
取材 城間 文子
十一月二十四日（土）に行われた与儀小ＰＴＡ主催の「よぎっ子
まつり」に、与儀小学校区まちづくり協議会も例年通りプラバンの
参加とぜんざいの販売をしました。プラバンは、子どもたちから大
変人気で、会場はいつもいっぱいの状態でした。ぜんざいも時間前
には完売しました。この日は、子どもたちとの楽しいひと時となり
ました。
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しています。与儀についてのご意 見 ・
ご感 想などがあり

協だより」の第

与儀小学校区 まちづくり 協 議会 の広報誌 「
与儀まち

毎月第一金曜日に実施しています「防犯パトロー
ル」。
一月は、十一日（金）の午後六時三十分から約一
時間程度、与儀地域のパトロールを行います。地域
内の公園ほかを見守りしています。
どうぞ、お気軽にご参加してください。お待ちし
ています。
午後六時三十分、与儀小南門前集合です。

「編集後記」

〇よぎっ子まつりに参加

“
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友達たくさんできた

のびのび遊べる広い園庭

与儀小学校 四年一組 森山理海
十一月二十六日、 那は特別支援学校と交流会を
しました。 那は特別支援学校は、 体を自分でコントロール
ができない子が通う学校です。 交流会で、 支援学校の子が喜ぶ遊びを
考えてみました。 私達のグループは、体を動かせない子のことを考えて、
アーチとボウリングに決まりました。 このゲームで支援学校子ども達と
仲良く交流でき、 たくさんの人と友達になれたなと思いました。

交流会の思い出
与儀小学校 四年二組 仲井間弓依
私たちグループは、 どうしたらなは特別支えん学校の
人たちと遊べるか考えて、 いっしょに楽しめるわなげと動物
ものまねクイズをしました。 交流会の時、 「
動物ものまねクイズを
します。」と言うと、 みんなよろこんでくれました。 がんばって考えた
のでうれしかったです。 また、 みんなといっしょに遊びたいです。

楽しかった交流会
与儀小学校 四年二組 與那嶺 真美
私は、 交流会のゲームを決めるときに、 どうしたら
なは特別支援学校のみんなに楽しんでもらえるかを考えて
「
たからさがし」をすることにしました。 なぜなら、 いっしょにたからを
見つけたりすることが楽しいと思ったからです。 交流会の時、 いっしょ
に探すととても楽しくて、 たからのおり紙をわたすと、 とてもうれし
そうでした。 そのうれしそうな顔を見ると、 がんばって良かったなと
思いました。 また、 交流会をしたいなと思いました。

まち協の活動状況

与儀小学校区まちづくり協議会
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与儀八三会長 城間真也

”

与儀八三会紹介
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ハイサイ、 与儀八三会 ・会長を務めております、 城保育園 ・
城児童クラブの城間真也と申します。 ゆたしく、 うにげーさびら！
先日の 第 回トックリキワタ祭り は大盛況に行われ大いに楽しませて
いただきました！与儀地域の方々の協力あっての賜物ではないでしょうか。
ありがとうございます。
さて与儀八三会の紹介をさせて頂きたいと思います。 与儀八三会の創立記
念誌や先輩方から聞いた話をもとにお話しさせていただきます。
まず、 『八三会』の名称の由来ですが、 八“三 ”とは、 遡ること明治時代に
登記法が実施された当時、 与儀の世帯数が 所帯であったという説と与儀の
共有地の名義人が 名であったとの説があり、 いずれにせよ という数字が基
本になり、 『八三会』と命名することになりました。 八三会は、 門中の集
まりで始まった団体なので地域で活躍する自治会と誤解されがちですが、 少
し違う集まりになります。 その 『与儀八三会』の活動内容は 月ウマチー ・
月ウマチー ・菊酒 ・ウガンドゥブチ ・といった、 拝み事を中心にトーカチ祝 ・
敬老会 ・カジマヤー ・遠足 ・グランドゴルフ ・新年会などの部落内行事、 また
地域交流行事として旧暦の 月 日に綱引きを行っております。 その他にも、
与儀小 ・古蔵小 ・ 真和志の運動会やお祭り等のイベントに参加 ・協力をし
ています。
日々の活動と致しましても、 八三会有志の方々が地域の小学校の下校時間に
パトロールを行ったり、 大人の方々のサークル活動や認知症予防などの講習 ・
講演場所、 子ども達の学習の場所であったり、 と地域の拠点として八三会館
を利用してもらっています。 また、 八三会館の前には人間国宝の城間徳太郎
先生の銅像が建立されています。 是非お立ち寄り、 ご覧いただきたいと思い
ます。
これからも与儀まちづくり協議会、 トックリキワタ通り会、 後原通り会、
与儀小学校、 地域の企業 ・団体と交流し安心 ・安全なまちづくりに一層、
寄与していきたいと思います。 ありがとうございました。 にふぇ～で～びる
“

ごあいさつ
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与儀こども園長 名渡山よし乃

http ://www.stta- p.com

P l a n n i n g
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与儀地域の皆様はじめまして。 四月より園長として赴任致しました名渡山よ
し乃と申します。
与儀こども園は、 与儀幼稚園から移行した認定こども園です。 認定こども
園とは、 学校である幼稚園と福祉施設である保育所が一つになり、 これまで
以上に質の高い教育 ・保育と子育ての支援を行う施設です。
与儀こども園では、 与儀小学校校長の有銘前園長の経営を継承 ・発展させ
て教育 ・保育を充実し、 これまでと変わりなく小学校と連帯を図ると共に、
原国会長を始め地域の皆様のご協力をいただきながら地域に開かれたこども園
を目指して参ります。 ご支援をよろしくお願い致します。

〒900-0022
沖縄県那覇市樋川１丁目２８番１号
TEL 098-854-0191

〒902 - 0076 那覇 市与儀 2 -15 -1 A-103
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有限会社スタプランニング

S T T A T E L︓098-833-5519
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江 洲

〒902-0076 那覇市与儀 319 番地
TEL（098）
-834-1961 FAX（098）
- 897-1965
E-mail info@shirohoikuen.com

間

空

適

快

那覇市認可 小規模保育園

様々な種類の店舗・医療・住宅施設の
企画・設計・建築＆内装＆リフォーム工事。
さらには不動産の仲介まで対応致します。
建物の事なら私たちにお任せ下さい。

城保育園

女性活躍推進法に基づく
「 えるぼし認定」 取得しました ！

（施工実績）叙々苑おもろまち店
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