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        「タモリさんと歩けば」         ～中央公民館長 古塚 達朗～ 

     昨年、タレントのタモリさんと仕事を共にする機会がありました。「ビッグ３」とも呼ばれる芸 

能界の重鎮ですが、周囲に神経を張り巡らせ、心地よい気遣いの上手な方でした。 

    そのことよりも驚いたのは、ありとあらゆることに対する尽きない「好奇心の塊」ということで 

   した。テレビ番組などを通しても、地形や鉄道、料理に洋楽などなど、あらゆる「面白そう」なこ 

   とに食指を伸ばし、いずれも玄人はだしに精通しておられることは皆様もご承知のことと思います。 

     私自身は、沖縄の民俗、歴史をかじって、当日は案内役でしたから、それなりに遠慮なさってい 

   たようですが、その方面に対する見識の高さも、ちらりほらりとうかがうことができました。 

      那覇のマチグヮーを歩けば、スージグヮーの形態から商品の陳列の仕方に至るまで、次々と「発 

見」して含蓄のある「見解」を披露して下さいます。そのほとんどが「正解」なのが、案内役とし 

ては少しがっかりでしたが。 

      まる１日ご一緒して、タモリさんとの仕事がとても楽しかったこと。それはタモリさんの尽きな 

い好奇心が周囲も巻き込んで、盛り上げて下さっていたということです。 

      人生には学びの継続が大切といわれますが、そのテーマが見付からなくては、どうしようもあり 

ません。自ら輝く人というのは、常に身近なところから興味を抱き、飽くなき好奇心にあふれた方 

ではないかと思います。 

      現在、公民館に席を置きながら、利用されている皆さんと触れ合う機会がある度に、生き生きと 

した笑顔にタモリさんと同じようなオーラを感じます。 

      当たり前の日常に、いつもと違った「面白そう」なことがきっと潜んでいます。皆さんも今一度 

「好奇心」の食指を伸ばしてみてはいかがでしょう。ご自身が楽しんでおられる方は、必ず周りの 

皆さんも幸せにして下さいますから。 

※２０１７（平成２９）年５月２８日（日）付け『琉球新報』、「東風」から転載 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つどう・まなぶ・つなぐ     

相  思  樹 
那覇市中央公民館  那覇市寄宮 1－2－15  TEL  098－917－3442  FAX  098－835－4707 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

那覇市中央公民館  那覇市寄宮１－２－１５  ＴＥＬ…０９８－８５５－８８１４ ＦＡＸ…０９８－８８５－４７０７     

折り紙で作ったひまわり 

中央公民館利用団体連絡協議会 会長あいさつ 

むし暑い梅雨空が明け、日増しに日差しが強くなる中、慰霊の日を迎えました。戦争のない平和な日々

が続くこと願い祈り続けた日ではないでしょうか。さて、５月１９日に総会が行われ、新役員が承認さ

れました。私も会長として２年目を務めさせていただくことになり、去年にも増して会員の皆さんのご

協力を得て古塚館長をはじめ、公民館職員とともに新年度事業計画等を地域住民が快く足を運ぶより良

い生涯学習の場をめざし、頑張りたく思います。今年度もどうぞ宜しくお願いします。 

平成２９年度中央公民館定期利用団体連絡協議会会長 坪井壽恵子 
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 ６～９月の学級講座紹介 

 「真和志ってどこにあるの？壺屋と市場を体験しよう！」 ７月２２・23・29日 

親子ふれあい第１弾！３日間にわたって壺屋と市場の歴史を学びながら、陶器の作成・ちょこっとグルメ

などをする体験型学習。夏休みの宿題はバッチリです！ 

 

「ハイサイ・来なさい・遊びな祭」 ７月～１２月 第 2・第 4水曜日 

沖縄大学の学生と地域の子ども達が遊びを通じてコミュニケーションをとり、発想力の向上だけではなく、

地域の繋がりも強めよう！という欲張り企画。 

 

「マリンレジャー・沖釣り・魚料理体験 in 古宇利島」 ８月１１日～１２日 

古宇利島の澄みきった海で、日常ではできない沖釣り体験をします。釣った魚は自分でさばいて食しま

す！バナナボードにも乗ります☆この夏休みの思い出になりますよ。 
 

「きみが生みだせ！！自分だけのキャラクター！」 ８月２３日 

親子ふれあい第２弾！親子でオリジナルキャラクターを考えて仕上げます。どんなキャラクターが生まれ

出てくるかは、ペアである親子の協力が必須です。夏休みの思い出作りにいかがですか？ 

 

「うりずん大学 手軽な日々の料理」 9 月 

 

「学校に行けない子ども達 ～はじめの一歩～」 9 月 

登校することに苦しさを感じてしまって、孤立している子ども達は少なくありません。はじめの一歩を一

緒に探してみませんか?人ごとでは無く、地域・社会としてご参加をお待ちしています。 

 

平成２９年度 中央公民館 年間事業計画 

事業名 及び 講座名 開催月 定員 回数・時間 

読み聞かせ養成講座 6月～7月 40 全 4回（8時間） 

親子ふれあい教室～・「真和志」ってどこにあるの？ 

・きみが生みだせ！！自分だけのキャラクター！ 

7月 

8月 

15組 

２０組 

全 3回（6時間） 

１回（３時間） 

地域連携事業 ～ 地域人材の発掘 ～ 7月～12月 未定 10回 

少年教室 in 古宇利島 8月 20 1回 

高齢者学級（うりずん大学）・手軽な日々の料理 

             ・終 活 

8月～9月 

9月～12月 

30 

50 

全 2回（6時間） 

全 4回（8時間） 

市民講座   ティー（空手）ならてぃんが？ ９月～10月 30 全４回（8時間） 

家庭教育学級 ～学校に行けない子どもたち～ 9月 30 全３回（６時間） 

乳幼児学級  ・初めての育児、お母さんの不安 

       ・保育について 
11月 20組 全 4回（8時間） 

青年講座  11月～12月 未定 未定 

成人講座 ～世界のお酒 in真和志～ 11月～12月 30 全 4回（8時間） 

中央公民館まつり 2月 - 1回 

館報「相思樹」の発行 4月～3月 - 3回 

「那覇市の公民館」の発行 9月 - 1回 
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役職名 役員名 所属 

会長 坪井 壽恵子 ハワイアンフラ・プアケア 

副会長 嘉陽 邦子 ＮＰＯ健康太極拳中央会 

副会長 玉城 祐子 与儀吟友会 

書記 山城 敏子 若竹民踊サークル 

会計 宇良 桂子  さわやかサークル 

監事 齊藤 麻里 創作エイサー隊「天之川」 

監事 上里 博美 着付けサークル さくらの会 

 

 

 

予定月 予定事業 

５月 総会 

１０月 第１回 利用団体連絡協議会 

１１月 交流会 

１２月 

ＮＡＨＡマラソンボランティア協力 

公民館の美化清掃（ＣＧＧ運動） 

第２回 利用団体連絡協議会 

１月 第３回 利用団体連絡協議会 

２月 第４２回 中央公民館まつり 

 

 

平成２９年度 那覇市中央公民館 
 

利用団体連絡協議会 総会 
平成２９年度那覇市中央公民館利用団体連絡協議会の総会が５月１９日（金）１８時～ 中央

公民館ホールにて開催されました。２９団体中２１団体が出席し、決算報告や新役員の選出、今

年度の事業計画や予算案等が承認されました。 

今回の総会をもって、副会長の金城英明さん、監事の島袋朱實さんが任期満了となりました。

皆さま本当にお疲れさまでした。今年度より新役員となった皆さま、利用団体の皆さま、本年度

も宜しくお願いたいします。 

 

利用団体総会 

平成２９年度 役員 

美化清掃 

交流会（識名園） 

公民館まつり（体験コーナー） 

平成２９年度 年間事業計画 



 

 

 

 

 

 

ご近所さん紹介！ ～琉球銀行与儀支店編～  

 那覇警察署向かいの店舗で、日頃の地域活動として、 

毎月の歩道橋清掃、年 4回大通り周辺の清掃を行い、 

地域行事や祭り、会合等への参加、もしくは飲み物 

等の寄贈を行い、微力ながら地域に貢献できればと 

活動を行っています。簡単な金融セミナーも行いますので、 

お気軽にお声かけいただければと思います。与儀支店メンバー 一同より 
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ホールのアンプとマイクが 

新しくなりました！ 

公民館まつりも終わった 3月の 

とある日、突如アンプとマイクの 

調子が悪くなりとうとう使えなく 

なってしまいました（長年お疲れ 

様でした。)ということで、新しく 

アンプとマイクを購入しました！ 

見た目ほぼ変わりませんが、よく 

見たらピカピカ☆☆していますよ。   

音量等の微調整はすべてセッティング済みなので、コンセ

ントの差し抜きだけですぐに使用できます。使用方法がわ

からないときは、職員までお声かけください♪             

はじめまして 

社会教育指導員一年生の川間佳子 

です。子どものころから背が高く、 

背の順では一番後ろだった記憶しかありません。と

ころがバスケやバレーボールなど、いわゆる背が高

い人の部活動をやったことが無く、期待を裏切り続

けています（唯一やっていたスポーツは硬式テニス

です）。座右の銘は「生きてるだけで丸もうけ」で心

の師匠は松岡修三。中 1と高 1の母です。皆様と巡

り合った御縁を大切に、仕事も 

プライベートも楽しく元気に過ごし 

たいと思います。一年間、よろし 

くお願い致します！ 

はじめまして 

今年度から中央公民館に、社会 

教育指導員としてまいりました。 

照屋静香と申します。普段は、子ども 4人の母親と

「わかわし剣道スポーツ少年団」の指導者として活

動しており真和志地域で充実した日々を送っていま

す。まだ慣れない公民館業務の中、館の窓から見え

る市民会館屋根でくつろぐ鳥や公園内のさくら猫ち

ゃんに癒されたりと贅沢な環境にほっとしていると

こです。館にいる時間が限られていますが、地域の

皆様と沢山の笑顔で関わって 

行きたいと思っています。 

どうぞ、よろしくお願いします。 

 

編集後記  4 月に新しく 2 名の職員がきて、すっかり女の園となった中央公民館です。夕飯の献立から子ども

の話、ネコちゃんの話、もちろん仕事の話もわいわいと会話しながら進めています。そんななか唯一男性の館

長もまったく違和感なく女子会に混ざっております。今年度も様々な講座や利用団体の交流会を企画しており

ますので、中央公民館をよろしくお願いします。（よしだ） 

ＡＥＤを新しく入れ替えました！ 

こちらも昨年 

１２月に新しく 

入れ替えました。 

成人・小児が切 

り替えスイッチ 

のみで使用できるタイプになりました。みな

さん、ＡＥＤが入ってる箱を開けるとブザー

が鳴るのをご存知ですか？あれは、盗難防止

のためと緊急時を周囲に知らせ協力を得や

すくするために鳴るそうですよ。利用団体さ

ん向けに講習会を開催する予定ですので、是

非ご参加ください。 

開催日時：11月 10日(金)18：30～(1H程度) 

「真和志地域にある企業さ

んと地域の関わり」を紹介

するコーナーです。第一弾

となる今回は琉銀与儀支店

さんです。 

ではどうぞ～！ 

 


