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編集後記

平成が終わり、新たに「令和」を迎えます。当時、「新しい元号は平成であります」と小渕恵三官房長官が二文字を掲げた時に何となく寂しさもありましたが、令和は祝福のムードがあるように感じます。さて、

屋我地支所はというと、新しい職員を迎え新たにスタートを切りました。高校を卒業したばかりのA君にとっては何もかもが新鮮で緊張しっぱなしの毎日です。そんなA君を見ながら「初心忘るべからず」と身を引

き締めるのです。また、今月号の新校長紹介に渡具知校長を紹介しています。実は中学校時の担任であり、厳しくも優しい先生と時を経て一緒に仕事することを嬉しく感じています。（重）
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▼打上花火の様子

名護市屋我地診療所 TEL 0980-52-8887

屋我地診療所から臨時休診のお知らせです。

題字：渡具知久浩（屋我地ひるぎ学園校長）

屋我地地区の人口及び世帯数（H31.3.31）

屋我地ひるぎ学園入学式が新しくなった体

育館で行われました。保護者や地域住民が見

守る中、7年生に手を引かれ花のアーチをく

ぐり入場しました。男子17名 女子9名 合

計26名の新入生が加わり、全体で158名と

なります。渡具知久浩校長は「学校生活を楽

しみましょう」と呼びかけました。児童生徒

を代表して大城樹琉さんは「分からないこと

があったらお兄さん、お姉さんに聞いてくだ

さい。皆でより良い学校生活にしていきま

しょう」と新入生に優しく語りかけました。

新1年生の上地大輝さん（我部区）は「勉強

を頑張りたい」と目を輝かせました。屋我地

ひるぎ学園は島内の児童生徒が６７名に対し

て島外からの児童生徒が９1名（H31.4.5現

在）になります。地域で子ども達を見守り育

んでいきましょう。

屋我地ひるぎ学園旧中学校のビニールハウスにて、

プラグ苗の植付けが行われました。花の里の大城さん

の説明を受けながら、区長、書記、学校、支所、地域

住民が参加し、丁寧に一つずつポットに移す作業を行

いました。参加者らは植付けを行いながら、ユンタク

にも花を咲かし終始和やかな雰囲気のなか、屋我地島

▲プラグ苗をポットに移す参加者ら▲百日草など多くの花をポットに移す様子

▲ドキドキの入場

▲新入生・保護者 集合写真

▲上地大輝さん(新1年生）

屋我地ビーチで海開きが行われました。当日

はあいにくの雨模様でしたが、参加者一同で事

故がないように安全祈願を行いました。株式会

社屋我ビーチセンター職員代表挨拶として岡市

尚士さんは「地元の皆様と安心安全の場を提供

すると共に地域の発展に協力していきたい」と

力強く語りました。

また、創作エイサーレ

キオスによる演舞やフ

ラダンスが会場を沸か

せ、無料で配布された

バーベキューには長蛇

の列ができました。
▲ズンバで開場を沸かせました ▲参加者全員で安全祈願

今月は【５月１９日(日)】
屋我地産(直送野菜)

バザー（そば・ケーキ・漬物等）

日時：毎月第３日曜日

９：0０～正午

場所：屋我地支所
イラスト：わんパグ

を花いっぱいにするために

活動しています。

屋我地ひるぎ学園PTA歓迎会が体育館で行

われました。４月から赴任した１１名の先生方

を迎え、保護者、地域住民らが出席し激励しまし

た。渡具知校長は「地域のよさを活かしながら

地域と共にある学校づくり。そして、子ども

達を真ん中において保護者、先生、地域の人

も一緒になって子ども

達をすこやかに育てて

いきたい。」と抱負を

述べました。PTAのズ

ンバでは身体を動かし

ながら、共に喜びを分

かち合いました。

防火水槽の点検も兼ねて屋我地消防団の訓練が饒平名

区で行われました。訓練では、車両の扱いと操作技術の

向上、防火水槽の確認を目的としています。具志堅安盛

屋我地消防団長は「日頃

▲具志堅団長が支え、訓練に励む屋我地分団

より点検を行うことでい

ざとなった時にでも、焦

らず対応できる」と話し

ました。現在、屋我地消

防団員の募集をしていま

す。興味のある方は屋我

地支所にご連絡ください。

日 曜日 予　　　定
1 水
2 木
3 金 13：00　手芸（済井出）
4 土
5 日
6 月

7 火
09：00　いきいき体操（支所）
14：00　ミニデイ（我部）

8 水
14：00　区長会（支所）
14：00　ミニデイ（饒平名）（運天原）（屋我）

9 木 14：00　筋トレ教室（支所）

10 金
14：00　いきいき100歳体操（運天原）
14：00　ミニデイ（済井出）

11 土 20：00　大正琴（済井出）
12 日
13 月 14：00　ミニデイ（我部）
14 火 09：00　いきいき体操（支所）

15 水
14：00　ミニデイ（饒平名）（屋我）
14：00　いきいき100歳体操（運天原）
15：00　ミニデイ（饒平名）

16 木
13：00～14：20　がじまる号巡回（屋我地ひるぎ学園）
14：00　区長会（支所）

17 金
13：00　手芸（済井出）
14：00　いきいき100歳体操（運天原）

18 土

19 日
08：00　集落清掃（饒平名）
09：00　屋我地朝市（支所）

20 月 14：00　ミニデイ（我部）
21 火 09：00　いきいき体操（支所）
22 水 14：00　ミニデイ（饒平名）（運天原）（屋我）
23 木 14：00　筋トレ教室（支所）

24 金
14：00　いきいき100歳体操（運天原）
14：00　ミニデイ（済井出）

25 土 20：00　大正琴（済井出）
26 日
27 月 14：00　ミニデイ（我部）

28 火
09：00　いきいき体操（支所）
10：15～11：00　やじまる号巡回（聖ルカ保育園）

29 水
14：00　いきいき100歳体操（運天原）
14：00　ミニデイ（屋我）

30 木
31 金 13：00　手芸（済井出）

5月18日（土）

×

×

午前

午後

5月17日（金）

○

×

5月31日（金）

×
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屋我地合計

行政区 計 男 女

我部

運天原

済井出

屋我

愛楽園

744

173

247

439

163

143

世帯

饒平名 274 143 131 145
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▲屋我地ビーチクリーン

HAPPYアコウ´s（青少協屋我地支部）で体験したことや気付いたこと、学校の様子などを

地域の皆さんにお伝えしていきます。今月のコラムを担当します、亀川心美と桂紅葉です。よ

ろしくお願いします。

青少協のポロシャツを購入することができ

ます。サイズや色について屋我地支所にお問

合せください。

毎月第３日曜日に屋我地支所で屋我地

島朝市を開催いたします。

アタイグヮーの野菜や雑貨等、出店者の

方を募集します。

日時：５月１９日(日)※毎月第３日曜日

時間：９時～正午まで

場所：屋我地支所

℡：52-8101（担当：大城）

場所：屋我地支所

▲屋我地散策▲屋我地ロードレース出店

▲今月担当
（左：亀川 心美）
（右：桂 紅葉）

▲屋我地島朝市の様子

申込期間

５月３1日(金)まで

問合せ先

℡：52-8101（青少協屋我地支部）
担当：大城

イラスト：わんパグ

渡具知 久浩 校長

①きれいな海、でも危険がいっぱい！
泳ぐ場所の確認、気象、海象を把握し、

無理をしない。

②海での体調不良は事故に繋がります！
体調不良の時は無理をせず中止する。

飲酒後は厳禁。

中高年の事故が増えている。

③一人では助けも呼べません！
海に入る時は、保護者と一緒に１回１時間を目安に

しましょう。適度の休憩と水分補給も大切です。 ▲屋我地駐在 上間

Happyアコウ´ｓ新メンバー募集中!!。５年生以上で残りわずかで

す。Happyアコウ´ｓではやりたいことをどうすれば出来るか、ど

うすれば良いかを自分達で考えて司会や運営などをしています。ま

た、地域の人たちの力も借りて、畑や散策、屋我地の文化などを学

んでいます。(心美）

私たちは、今年度やりたいこと考えて計画を立てています。特に

夏は楽しいことが多いので、全部できるように頑張りたいです。

Happyアコウ´ｓは私にとって地域のことが学べてとても楽しいで

す。（紅葉）↓昨年度の様子を写真で紹介します。

美しい海でも、油断は禁物！

相手は自然、天候や体調に

気をつけて、楽しみましょう！
連休に入ると事件事故が多

発する傾向にあります。ルー

ルとマナーを守って安心安

全な連休を過ごしましょう。

屋我地ひるぎ学園旧中学校図書室にて、名護市家

庭教育支援事業「つながるWarabarプロジェクト」

講話＆キックオフ会議が行われました。講師の大塚

義也さん（沖縄県スクールカウンセラー 名護市家庭教育

支援員）は、「グットサイクルは褒めることから始

める。相手のことを理解することが大切」と話しま

した。学校教育課の糸数幸司さんはWarabarプロ

ジェクトを立ち上げた経緯として、「人生１００年

時代を見据えて、新しい世界に生きていける人材を

育てる。そして、子育て・親育て・自分育て・地域

育て・世界一を目指す」と話しました。参加された、

先生・保護者はグループに分かれて「どんな子育て

環境があったら良いか」についてワークショップを

行い活発な意見

が飛び交いまし

た。次回は、５

月１９日(日)に

「子どもと作る

思いでカレン

ダー制作」を予

定しています。
※要申し込み・先着順

▲ワークショップでは、互いの意見を尊重しました。

4月20日（日）のファイブスターマッチ

大会（5年生以下大会）男子の部、 初優勝

しました。 低学年が入っての屋我地ひるぎ

学園チーム。1日4試合もこなし、 強豪名

護小を2回戦で制し、4試合目の決勝戦で

は、大北小と延長戦。 接戦の中、優勝を勝

ち取ることが出来ました。先生方、地域の

皆様、 最強保護者会の皆様、チーム一丸と

なって勝ち取った優勝です。これからも目

標に向かって頑張りますので、応援宜しく

お願いします！ ※ミニバスケット男女部員

募集しています！体験もしてますので、 是

非体育館へ足を運んでください！

▲初優勝に喜ぶ男子チーム

※記事提供 ミニバスコーチ：照屋千歳

４月に新しく渡具知久浩

校長先生が屋我地ひるぎ

学園に赴任してきました。

そこで、学校や地域につ

いての印象や感想を聞い

てきました！

Q：子ども達の様子はどんな印象ですか？

A：素直で明るい子が多く、９年生のお兄さん、お姉さんが１年生の手を

引いて歩く姿がよく見られます。

Q：学校の雰囲気・様子はどうですか？

A：特に先生方は熱心に子ども達に関わり、質の高い教育を提供している

と感じます。また、特区の児童生徒が増え、市外・県外からも注目を受け

ていることが伺えます。

Q：地域・保護者の皆様に一言！

A：地域の皆様にはこれまで同様に屋我地ひるぎ学園に関心をもっていた

だき、また特区の皆様におかれまして屋我地地域の良さを知ってもらいた

いと思います。ぜひ、屋我地の地域行事に積極的に参加していただきたい。

また、地域あっての学校なので、授業参観にもぜひ足をお運びください。

これからも、地域の皆様に愛される様な学校作りをめざしていきたいと思

いますので、沢山の人たちが関わることを望んでいます。

Q：最後に校長先生の趣味を教えてください。

A：元々（照れながら）、理科の先生だったので動植物を見たり、自然を

眺めることが好きです。植物を通して、その地域について覚えたりするの

が得意です。


