
 

★★★漫漫漫湖湖湖水水水鳥鳥鳥・・・湿湿湿地地地セセセンンンタタターーー   でででののの   

   職職職場場場体体体験験験学学学習習習★★★   

      
 

 

 ９月２０・２１日仲井真中学校の２年生男子４名。１０月２５・２６日長嶺中学校の２年生男子６名の皆さ

んが当センターで職場体験を行いました。両中学校とも２日間という短い期間でしたが、当日は小中学校生の

団体見学があり、実際に案内をしてもらいました。接客の難しさや、接客以外にも色々な業務があるという事

を知ってもらういい機会になったようです。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊仲仲仲井井井真真真中中中学学学校校校＊＊＊＊＊＊＊＊＊   

   

   

   

   

   

   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊長長長嶺嶺嶺中中中学学学校校校＊＊＊＊＊＊＊＊＊   

   

   

   

   

   

    

  

楽しかった・・・

かな！？ 

 

  

使い方わかる?? 

 

２階で望遠鏡の使い方や、バードリーダーという 

鳥の声を聞くことのできる、機械の説明などをし 

てもらいました。 

最初は戸惑ってい 

る様子でしたが、 

すぐにお兄さんぶ 

りを発揮し、子供たちにわかりやすいように工夫し、説明をしていました。 

 

干潟でゴミ拾いもしました。 

 

仲井真中学校と同じく、主に２階での説明にあたっても

らいました。望遠鏡説明では、初回の経験を踏まえ、低

学年の子供たちに鳥が観察できるよう、望遠鏡をセッテ

ィングしておくなど   の気配りも見られました。ま

た、子供たちと外に        出てゲームをした

り、追いかけっこを        するなど、楽しむ

姿もみられました。 仲良く遊んでいただけに、見送っている姿はなんだか少し寂しそうでした。 



第第第４４４回回回漫漫漫湖湖湖作作作文文文コココンンンクククーーールルル・・・第第第５５５回回回漫漫漫湖湖湖絵絵絵画画画コココンンンクククーーールルル入入入賞賞賞者者者発発発表表表   
今年も絵画・作文コンクールを行いました。絵画４８２点、作文２７点の多数の応募をいただきました。 

応募してくださった皆さん、ありがとうございました!!  

1０月１４日（日）作品コンクール審査会において、厳正な審査の結果、入賞者が決定致しました☆ 

入賞者のみなさんおめでとうございます!!１１月１８日（日）に表彰式が行われる予定です。

＊＊＊＊＊＊   絵絵絵画画画   ＊＊＊＊＊＊

最優秀賞                   佳 作
 学校・学年 氏  名 題  名 

1･2年生の部 とよみ小学校 1年 外間 ゆうり たのしいまんこ 

3･４年生の部 長嶺小学校３年 豊里 凌矢 鳥とかにとちきゅう 

 上田小学校４年 横山 ゆみ まんこの楽園 

5･6年生の部 西崎小学校５年 島袋 隼仁 漫湖に来る鳥達 

 とよみ小学校６年 棚原 真理奈 漫湖の風景 

中学生の部 鏡原中学校１年 新垣 成美 漫湖の見せた風景 

優秀賞 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊   作作作   文文文   ＊＊＊＊＊＊   

最優秀賞 

 学校・学年 氏  名 題  名 

1･2年生の部 小禄南小学校２年 喜納 桃子 はじめてかにをつかまえたよ 

3･４年生の部 小禄小学校４年 上原 志穂 ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞが教えてくれた事 

優秀賞 

 

 

 

 

 

 

 学校・学年 氏  名 題  名 

1･2年生の部 上田小学校１年 松田 慶 おーい鳥が見えたぞ！ 

  とよみ小学校２年 柴田 菫 鳥さんとあいさつしたよ 

3･4年生の部 上田小学校 3年 松田 廉 おっなにかくわえているぞ 

5･6年生の部 さつき小学校６年 小禄 健人 漫湖は水鳥のパラダイス 

中学生の部 鏡原中学校 1年 長嶺 樹 THE 漫湖 

  鏡原中学校 1年 又吉 朗子 漫湖の風景 

 学校・学年 氏  名 題  名 

1･2年生の部 とよみ小学校２年 富里 咲良 まんこたんけん 

  とよみ小学校２年 いのうえ りゅう まんこたんけん 

3･4年生の部 天妃小学校 3年 太田 光奈子 生きものいっぱいの漫湖 

 座安小学校４年 赤嶺 倫子 バードウォッチング 

５･６年生の部 とよみ小学校５年 嵩原 安希 かけがえのない漫湖 

とよみ小学校 1年 座安 達樹 

とよみ小学校 1年 湧川 萩土 

とよみ小学校 1年 比嘉 隼人 

糸満小学校 1年 中野 正大 

座安小学校 1年 宮城 歩花 

とよみ小学校 2年 中西 航大 

豊見城小学校 2年 大城 萌々子 

豊見城小学校 2年 安仁屋 健斗 

上田小学校 2年 横山 ゆか 

とよみ小学校３年 町田 香菜子 

とよみ小学校３年 新垣 日南恵 

糸満小学校３年 上原 沙輝 

糸満小学校 3年 翁長 真由美 

長嶺小学校３年 野原 みなみ 

長嶺小学校３年 名嘉眞 梨水 

とよみ小学校４年 中西 研太 

とよみ小学校４年 赤嶺 天太 

とよみ小学校４年 照屋 夏凛 

とよみ小学校４年 玻座真 陸 

とよみ小学校５年 照屋 太志 

とよみ小学校５年 座波 大輔 

長嶺小学校５年 東江 桃花 

カトリック小学校５年 仲本 奈月 

西崎小学校５年 上原 英也 

とよみ小学校６年 新垣 雄大 

とよみ小学校６年 照屋 沙英 

とよみ小学校６年 赤嶺 友美 

小禄小学校６年 高良 麻呂 

鏡原中学校１年 上原 果梨 

鏡原中学校１年 野下 真鈴 

 

 

来月号に表彰式の様子をまとめて掲載したいと思い

ますので、楽しみにしていて下さい♪ 

 



漫漫湖湖水水鳥鳥かかわわらら版版 5522      ～ 10月 冬鳥の到来 ～      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
羽数 

先月

との

比較 

ゴイサギ 1 ↓ 

ササゴイ 1 ↑ 

アマサギ 13 ↑ 

ダイサギ 16 ↑ 

チュウサギ 23 ↑ 

コサギ 13 ↓ 

アオサギ 12 ↑ 

ミサゴ 2 → 

ハヤブサ 1 ↑ 

バン 2 → 

コチドリ 1 ↑ 

シロチドリ 2 ↑ 

メダイチドリ 1 ↓ 

ムナグロ 42 ↑ 

ダイゼン 4 ↑ 

トウネン 23 ↓ 

アカアシシギ 38 ↑ 

アオアシシギ 14 ↑ 

キアシシギ 19 ↓ 

イソシギ 57 ↑ 

ソリハシシギ 14 ↓ 

オオソリハシシギ 1 → 

ダイシャクシギ 3 ↑ 

チュウシャクシギ 25 ↓ 

セイタカシギ 5 ↑ 

ズグロカモメ 2 ↑ 

クロハラアジサシ 1 ↓ 

カワセミ 2 → 

キセキレイ 2 ↑ 

ハクセキレイ 3 ↑ 

合計 343 ↑ 

10 月 

 

10 月 14 日 クロツラヘラサギ 

「もうそろそろかな？」と言いはじめたころに、電話での

情報が入りました。「三角池に 

2 羽のクロツラヘラサギが 

きてます!!」鳥大好きな小学 

生からの電話でした。 

去年は 11 月 5 日、一昨 

年は 10 月 28 日に確認し 

たので、今年は少し早い渡 

来だったようです。 

11 月８日現在、まだ漫湖 

では確認されていませんが、 

漫湖に来てくれる日が待ち 

遠しいです。 

 

10 月 14 日 ハクセキレイ 

 「チチッ チチッ チチッ」愛らしい声がセンターの芝生

広場から聞こえてきます。 

 冬の芝生広場のアイドル「ハクセキレイ」です。今年も帰

ってきてくれました。 

 冬も、尾を振りながら芝生の上を歩く姿を今年も楽しめそ

うです。 

 

 



第第第４４４回回回漫漫漫湖湖湖作作作文文文コココンンンクククーーールルル・・・第第第５５５回回回漫漫漫湖湖湖絵絵絵画画画コココンンンクククーーールルル表表表彰彰彰式式式   

日 時：１１月１８日（日）  １０時～１１時半 

場 所：漫湖水鳥湿地センター２階（レクチャールーム） 

 

表彰式当日から入賞作品の展示も行います!! 

１２月２４日（クリスマスイブ★☆）まで行っていますので 

家族で見に来て下さいね♪ 

      

   アアアーーートトト教教教室室室      木木木ののの実実実ででで遊遊遊ぼぼぼううう♪♪♪                  ！！！！！！   

日 時：１２月１６日（日）１０時～１２時 

対 象：小学生・親子 

定 員：３０名 要予約（先着順＊１２月２日（日）から受付開始） 

費 用：保険料１００円 

持ち物：ネームペン（油性、細いもの） 

修正ペン・手ふき 

講 師：鈴木 隆 先生 

 

 

 

 

 

 

  

保育園・幼稚園 地域 

こじか保育園 那覇市 

小学校   

西崎小学校 糸満市 

宇栄原小学校 那覇市 

具志頭小学校 八重瀬町 

米須小学校 糸満市 

大学・専門学校   

IDA専門学校 那覇市 

その他   

長嶺中学校職場体験 豊見城市 

宜野湾新城自治会 宜野湾市 

群星の会 浦添市 

作品コンクール審査会   

内閣府沖縄総合事務局   

吟行会   

 
〈漫湖水鳥・湿地センター管理運営協議会（環境省・沖縄県・那覇市・豊見城市）〉 

〒901‐0241 沖縄県豊見城市字豊見城 982  TEL(098)840‐5121  FAX(098)840‐5118 

開館時間：9：00～17：00  

休館日：月曜日（月曜日が祝日、振替休日の場合・翌日）慰霊の日・年末年始（12/29～1/3） 

E-meil:manko_mizudori@ybb.ne.jp      HP:http://www.geocities.jp/manko_mizudori/ 

 

 

団体利用 

 

沖縄も、やっと肌寒くな

ってきました☆センタ

ーは、見学者の人数によ

り室温が変わります!! 

みなさんが見学に来

てくれると、心もセン

ターもほっかほか♪ 

寒くてもイベント

があるから来てね!! 

～編集後記～ 

久高 萌 

団体利用人数：３９８名 総入館者数：８９，１９８名 

＊＊１０月の入館者数 １，４７０名＊＊ 

 

 

 

 

お問い合わせは、 

漫湖水鳥・湿地センター  

（０９８）８４０‐５１２１まで♪ 


