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～ できる人が・できることを・できるときに ～
（南風原町地域学校協働活動推進事業）

学校応援隊はえばる

   2 学年「生活科」
～ めざせ野菜作り名人！ ～

翔南小
南風原小

　4 年～6 年
「クラブ活動」～名人さんに学ぶ～

小学校
４校

  4 年
「南風原町とカナダとの交流事業」

南風原小

お世話になります！
企画財政課・祝嶺春俊さん、
生涯学習文化課・高良浩子さん（左より）

翔南小　赤嶺義光さん ( 写真左 )
あかみね よしみつ

                           しゅくみねはるとし

                                      たから ひろこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　 あぐにしょうと

　　　　　　　　　  なかま みつる

     ぐしけん   えいじ                 かねもと きよし

  やましろ なおぞう

南風原小　仲間充さん・
具志堅榮治さん・金元清さん・
山城直三さん（左より）

　2年生では、地域で野菜作りをしている皆さんに「畑
の先生」になっていただき、夏野菜の植え方を教えて
もらいました。種と苗では植え方が違う事や水のかけ
方が違うことが分かり、優しく大切に育てる事を学び
ました。
　児童からは「早く大きくなった野菜の収穫をしてお
いしく食べたいです」と感想がありました。

　４年生では７月にアイススケート体験が計画されています。事前授業
として、役場職員を講師に迎えカナダの友好都市であるレスブリッジ市や
国際交流事業についてクイズ形式で楽しく学習しました。
　今後、北丘小・津嘉山小・翔南小でも同授業が計画されています。

マジック・手品クラブ

講師：粟国翔斗さん

 みさと  やすし　　　　   でわ　   みゆき

たかよし   まゆみ

南風原町社会福祉協議会

美里泰志さん、出羽美由姫さん、

高吉真由美さん（左より）

　4年生は総合学習で「福祉」を学んでいます。町社協職員を講師に招き、
「福祉」の概要やユニバーサルデザインについて学習しました。「今日学
んだ『ちむぐくる』を忘れず、自分達にできる事を考えていきたいです」
と児童より感想がありました。これから子供たちはテーマを決め調べ学習
をすすめていく予定です。

　4 年福祉学習
「福祉ってなあに？・ユニバーサルデザインについて」

南風原小
津嘉山小   

　学年・学級の枠をこえた異年齢の共通の興味を持った児童が取り組む
クラブ活動がスタートしました。
　地域の名人さんに学び、児童は技能と社会性向上を目指します。１学期
間、小学校４校がそれぞれ特色ある取り組みで、地域の名人さんのご協力
をいただき取り組んで行く予定です。
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平成 30 年度 公民館学級講座の募集案内

【お問い合わせ】　 南風原町立中央公民館　☎ 889-0568

平成 30 年度 公民館学級講座の募集案内
新しい趣味の発見を！公民館講座で仲間と楽しく学び、自分発見をしてみませんか。

№ 講　座　名 曜日・時間 定員 時間・回数 講　　師講 座 内 容

【公民館講座の申込方法】
●受  付  期  日　　6月1日（金）～6月30日（土）
●申し込み方法　　①南風原町立中央公民館事務室にて直接申し込み
　　　　　　　　　②FAX　888-3265に申込書を送信
　　　　　　　　　③ホームページ（http://www.town.haebaru.lg.jp/）に入力
●問 い 合 わ せ　　南風原町立中央公民館　TEL889-0568
●資　 格 　等　　①南風原町民及び南風原町内の事務所に勤務する者
　　　　　　　　　②定員以上の申し込みの場合は抽選を行います。（※抽選の場合は、当選者のみに案内文書を通知いたします。）
　　　　　　　　　③定員に達しない場合は実施しないことがあります。
　　　　　　　　　④受講料は無料ですが、教材費等は自己負担です。
　　　　　　　　　⑤原則として、受講できる講座は３講座までとします。
※例年、いくつかの講座に申し込みし実際には受講しない方がおります。他の受講希望者及び教材費等の準備に迷惑をかける事がありますので、
　確実に最後まで受講できる講座のみを申し込みして下さい。 
※実施に当たっては、多少の変更がありますのでご了承ください。

日曜日  9：00～12：00
（教材費1,500円）

7月22日
（１回）

親子で土に触れる喜びを体験し、コミュニケー
ションを図りませんか。夏休み親子陶芸 20組

水曜日
10:00～12:00

9月12日～10月3日
（3回）

自然の力で健康で幸せな人生を歩む方法を
楽しく学びませんか免疫力が上がる健康法 20人 （健康相談員）

佐藤　友美
火・水曜日  10:00～12:00

（教材費3,000円）
8月7日～8月15日

（4回）
親子で一緒にクッキング、作る楽しさ喜びを
学び、食育について考えてみましょう。親子クッキング 10組 （栄養士）

赤嶺　朋子

整理収納アドバイザー
當山知恵美

木曜日
19:00～21:00

11月15日～12月20日
（6回）

声は世界にたったひとつのあなただけの楽器。
発声の基礎を学び楽しく歌ってみませんか。ヴォイストレーニング 20人

金曜日  14:00～16:00
（教材費1,200円）

12月7日～1月25日
（5回）

女の子の成長を祝ってあなただけのオリジナル
雛人形を作ってみませんか。手作り折紙雛人形 12人

日曜日  9:00～17:00
（教材費3,500円）

11月18日
（１回）

沖縄本島（中南部）の歌碑、史跡名所をめぐり
琉球の歴史を学びませんか。歌碑めぐり（中部西コース） 24人

外間三枝子　助手1人

今給黎　三枝子

前原　信喜

土曜日  13:00～15:00
（教材費11,000円）

12月1日～12月28日
（5回）

「あなたの身近に花を」花の魅力を感じていけて
みませんか。（クリスマス･正月花含む）いけ花（クリスマス・正月花） 15人 新垣　景子

穐山　由香

新崎　文子

土曜日
10:00～12:00

9月1日・9月8日
（2回）

簡単にできる整理・収納のノウハウを身につけ
てあなたは整理収納の達人になりませんか。整理・収納 20人

平田　峯子
宮城よね子

木曜日  19:00～21:00
（教材費2,500円）

8月30日～9月20日
（4回）

伝統・郷土・季節の行事料理を見直し、毎日の
食卓に活かせる料理を学びませんか。家庭料理 16人

（神里コンピュータ）
神里　裕一

月・水・金  19:00～21:00
（教材費1,000円）

10月1日～10月15日
（6回）

基本操作、文字入力操作、インターネット操作、
電子メール操作等を習ってみませんか。パソコン入門（夜間） 15人

（袋物工芸主宰）
屋我律子　大城幸枝

（腸もみセラピスト）
宇保りか子

火曜日  10:00～12:00
（教材費4,500円）

12月11日～1月15日
（5回）

身近にある布切れ等を使って、ハンドバッグを
つくってみませんか。袋物工芸 20人

火曜日  10:00～12:00
（教材費2,000円）

10月16日～10月30日
（3回）

・表現力を身に着ける衣服＆色のお話・ワーク
ショップ 実技講座・似合う色から知ってみよう！

家庭で簡単に出来る料理を見直し、毎日の食卓
に活かせる料理を学びませんか。

カラー講座 20人

火・水・木
19:00～21：00

9月4日～9月6日
（3回）

腸の元気が健康のバロメーター腸もみエクササイズで免疫力を
たかめ、デトックス効果で元気いきいき健康な体になりませんか。腸もみ（夜間） 20人

（栄養士）
赤嶺朋子　中島咲惠美

インストラクター
松本　麗美

火曜日  19:00～21：00
（教材費2,000円）

9月11日～10月2日
（4回）男の料理（家庭料理） 16人

～押し花にはたくさんの楽しみがつまっています。
～押し花を材料にシールや小さな花絵額を作りましょう。

水曜日  10:00～12:00
（教材費3,000円

10月5日～10月19日
（3回）押し花教育 20人

ラテン系のダンスフイトネスと体幹トレーニング
をやりませんか。

月曜日
14:00～15:30

8月6日～9月3日
（4回）ズンバ＆ピラテイス 20人

結書家
新里　利浩

個人が持つクセ（個性）を生かしながら筆文字を描き、気持ち
や心を楽しく表現する新しい書の世界を習ってみませんか。

水曜日
14:00～16:00

7月25日～8月8日
（3回）結　書 20人

（司法書士）
知念　寛幸

人生の終焉を見つめることを通して、今をより
良く自分らしく生きてみませんか。

水曜日
14:00～16:00

9月19日
（1回）終　活 20人

窯元
新垣　安隆1
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