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編集後記

今年もやがじ祭りが開催されます。前回出来なかった「魚のつかみ取り」や「打上げ花火」など皆で意見を出し合いながらどうにか実現できることになりました。地域で出来ること、

地域の魅力を島内外にＰＲし、そして島の皆さんが楽しめる祭りとなっていますので、ぜひご参加ください。さて、朝夕の涼しさから秋を感じるようになりましたが、屋我地支所はと

いうと、水槽の魚にエサやりを毎日欠かさず続けているＡ君。「水槽に草が生えていたので捨てました」とのこと、「それ、水草ですからー!」と叱られました。頑張れＡ君！（重）
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名護市役所 地域政策部屋我地地区の人口及び世帯数（H29.９.3０現在）

▼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：福田 由美（済井出区）

屋我地地区の人口及び世帯数（HR元.8.31）現

日時：１０月１２日（土）

場所：済井出農村公園
時間：９時３０分～

第４３回聖ルカ保育園運動会が開催されます。

子ども達の演舞をぜひご覧ください。地域の

皆様のお越しをお待ちしております。

問合せ先：聖ルカ保育園(52-8547)

８月３１日（土）運天原公民館にて、三・四世代

グラウンドゴルフ大会が行われました。天気にも恵

まれ子どもからお年よりまで参加し、約80名の区

民が気持ちの良い汗を流しました。５０年振りに地

元に帰ってきた花城一史さんは「初めてグラウンド

ゴルフ大会に参加した。昔と比べると交流の仕方が

変わってきた。親睦を深めるにはとても良いことな

ので、今後も続けて欲しい。」と笑顔で話しました。

▲儀間高志さん

▲ピンを目指して慎重に打つ参加者。

９月１２日（木）よしもと沖縄お笑いLIVEが沖縄

愛楽園で開催されました。愛楽園入居者の皆様や聖ル

カ保育園児はコミカルに踊る芸人の姿を観て手を叩き

ながら笑い、三線を使ったコントでは指笛が鳴るなど

会場を笑いで包み込みました。また、１０６歳になる

仲村苗子さんの誕生祝いを行い、仲村さんはカチャー

シーを踊り喜びを表現しました。

▲やがじ民謡愛好会▲オリジナルタオルを受け取る園児たち

今月は【１０月２０日(日)】
屋我地産(直送野菜)

日時：毎月第３日曜日

9：0０～1２：0０

場所：屋我地支所
イラスト：わんパグ

月 火 水 木 金 土 日 ●5月18日午後～5月19日終日

午後 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー

● ○ ○ ○ ー ○ ー ー
●

●

受付時間

午前
8：30～11：30

午後
2：00～5：30

休診日 6月1日（金） 6月2日（土）

花城清敏区長は

「沢山の区民が

参加し、交流を

深めることが出

来た。今年は豊

年祭があるので、

区民一丸となり

豊年祭を盛上げ

たい」と話しま

した。

９月１０日（火）屋我地中学校２７期生同窓生よ

り青少年育成協議会屋我地支部へ寄付金贈呈式が行

われました。卒業生を代表し照屋秀裕さんと運天智

子さんが訪れました。照屋さんは「今年で２７期生

は還暦を迎えます。２７期生で話し合い、地元に出

来ることはないかと考え寄付することになりました。

ぜひ、屋我地地域の子ども達に活動に充ててくださ

い。」と話しました。當眞ゆかり支部長は「皆様か

ら頂いた寄付は地域の子ども達のために活用させて

９月１８日（水）第３３回芸能大会が市民会館中

ホールで行われました。宮里繁会長は「１１年振り

に屋我地から出演していただけることを嬉しく思い

ます。」と挨拶。やがじ民謡愛好会の皆さんは、お

揃いの衣装を身に纏った力強い踊りは観ている観客

を魅了しました。古堅冨美子さん（済井出区）は

「５区からメンバーが集まり出演出来たことを嬉し

く思う。１０月からサークルを発足したので、これ

▲司会の古堅冨美子さん

▲運動会の様子

８月３０日（金）港区公民館において「儀間高志氏 全国

高等学校PTA連合会表彰祝賀会」が開催されました。全国

高等学校PTAより、儀間高志さん（屋我区）が表彰されま

した。儀間さんは、国頭地区PTA連合会会長、名護高校

PTA副会長、環境美化部長、沖縄県高等学校PTA連合会副

会長を歴任し、PTA活動の活性化に尽力されてきました。

儀間さんは「多くの方が集まってくれたことに嬉しく思う。

これからPTAに関わる皆さんに対して、私が活動を通して
得られたことや、学んできた

ことを少しでも還元できるよ

うにしていきたい。また、今

後も協力できることがあれば

いつでも協力したいと思いま

す。そして妻に感謝です

ね。」と最後は照れ臭そうに

話しました。

▲照屋さん、運天さんより當眞支部長へ贈呈

頂きます。」と

感謝の気持ちを

述べました。

▲仲村苗子さん 吉本おきなわの芸人よりプレゼント

からも頑張るよ」と意

気込みました。

日 曜日 予　　　定

1 火
10：00　いきいき体操（支所）
13：20～14：20　がじまる号巡回（屋我地ひるぎ学園）
19：00　ズンバ（済井出）

2 水
14：00　区長会（支所）
14：00　ミニデイ（饒平名）（屋我）
14：00　いきいき１００歳体操（運天原）

3 木 14：00　筋トレ教室（支所）

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

5 土 20：00　大正琴（済井出）
6 日 北支部陸上競技大会（真喜屋運動公園）

7 月
旧９月９日寺御願（我部）
14：00　旧9月9日豊作祈願（屋我）
14：00　ミニデイ（我部）

8 火
10：00　いきいき体操（支所）
15：00　ミニデイ（饒平名）
19：00　ズンバ（済井出）

9 水 14：00　ミニデイ（運天原）（屋我）
10 木 14：00　筋トレ教室（支所）

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

12 土 20：00　大正琴（済井出）
13 日 08：00　区内清掃（運天原）
14 月 豊年祭リハーサル（運天原）

15 火
10：00　いきいき体操（支所）
14：00　ミニデイ（我部）
19：00　ズンバ（済井出）

16 水
14：00　区長会（支所）
14：00　ミニデイ（饒平名）（屋我）
14：00　いきいき１００歳体操（運天原）

17 木 14：00　筋トレ教室（支所）
18 金 13：00　手芸（済井出）
19 土 19：00　豊年祭（運天原）
20 日 09：00　屋我地島朝市
21 月 14：00　ミニデイ（我部）

22 火
15：00　ミニデイ（饒平名）
19：00　ズンバ（済井出）

23 水 14：00　ミニデイ（運天原）（屋我）
24 木 14：00　筋トレ教室（支所）

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

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

29 火
10：00　いきいき体操（支所）
10：15～11：00　がじまる号巡回（聖ルカ保育園）
19：00　ズンバ（済井出）

30 水
14：00　いきいき体操（運天原）
14：00　ミニデイ（屋我）

31 木

屋我地合計 1432 748 684 778

屋我 162 86 76 82

愛楽園 138 70 68 123

運天原 242 117 125 123

済井出 445 232 213 220

我部 173 101 72 82

饒平名 272 142 130 148

行政区 計 男 女 世帯

午後 － × －

× ○ ×午前

10月12日（土） 10月18日（金） 10月19日（土）
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趣旨
名護市陸上競技大会は、広く市民の間に陸上競技の
普及発展を図り、併せて市民の健康を増進し、明る
く豊かな市民生活の醸成に寄与することを目的とす
る。

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 酒井琉飛と上地聖愛です。よろしくお願いします。

場所：屋我地支所

▲高学年のリーダーが中心に活動を展開▲皆で意見を出し合いレイアウトの調整

▲今月担当
（左：酒井 琉飛）
（右：上地 聖愛）

イラスト：わんパグ

問合せ先

℡ 52-8101（やがじ祭り実行委員会・屋我地支所）

▲花城清敏区長

ＨＡＰＰＹアコウ´ｓは地域のリーダーになるために活動しています。現在、ＨＡＰ

ＰＹアコウ＇ｓでは、紹介パネル作りをしています。これまでやってきたことをコメン

トをしているので、アコウ´ｓを知らない人達にも説明できるものとなっています。毎

週水曜日の１６時～１７までミーティングを行っています（琉飛）

私たちは８月２８日から紹介パネル作成をしています。なぜ作っているかというと、

「アコウズについて知ってもらいたい」という思いから作っています。実際に作ってみ

ての感想は写真を切るのも楽しかったのですが、皆で意見を言い合いながら作れたこと

が良かったです。大変なところもありましたが、自分達のことが色々な人に知ってもら

えると嬉しいです。（聖愛）

日時：１０月６日（日）

９時 開会式

９時３０分 競技開始

場所：真喜屋運動広場

主催：名護市北支部体育協会
問合せ先：屋我地支所（大城） ℡52-8101

▲豊年祭練習の様子

やがじ歩いていいとこ巡り

■受 付：10:00～13:00
■対 象：小学生以上

（1ｸﾞﾙｰﾌﾟ１名は大人参加）
（小学生以下は保護者同伴）

■参 加 料：1グループ￥1,000(1～5名)
いいとこ巡り参加後、
景品が当たる｢くじ引き｣あります♪

■定 員：20グループ
■注意事項：写真撮影用に

デジカメかスマホ持参。
飲み物、食べ物、雨具等は各自で
ご準備ください。運動靴着用。

090-3793-3896
担当：座間味 眞

問
合
せ

魚つかみ取り

大人気!!今年はやります!!
魚のつかみ取り!!

■時 間：1４:00～
（なくなり次第終了）

屋我地島Happyマルシェ

美味しいご飯やスイーツ、ハンド
メイド商品や農産物販売など…
いろんなHappy盛りだくさん♪

■時間：11:00～20:00

ゆるスポ
『島ぞうり飛ばし大会』

景品めがけて島ぞうりを飛ばせ！

■時間：11:00～16:00
決勝（15:30～）

■対象：老若男女、どなたでもOK

軽スポ

子どもから大人まで気軽に参加できるスポーツ

■時間：1１:30～1５:00
■対象：老若男女、どなたでもOK

ランタン

地域の皆で協力して作った
手作りランタンを灯そう。

■時間：1６:３0～点灯式

プロジェクションマッピング

体育館が幻想的に変身♪

■時間：19:４５～

舞台イベント

■時間：17:00～20:00
■司会：運天成美

■演目：カラオケ、空手、ダンス
ズンバ、城間竜太、アイモコ
屋我地青年会エイサー 他

やがじ祭り会場：旧屋我地中学校

屋我地ひるぎ学園の卒業生が花火を打上げる
ために資金造成にチャレンジ！
■時間：２０:00～

前回は公民館建設と重なり

豊年祭が出来ませんでした。

１０年振りの豊年祭のため、

地域一丸となり取組んでい

ます。ぜひ、運天原豊年祭

にお越しください。

演目
○かぎやで風
○上り口説
○よさこいソウラン

○かりゆし大漁船
○空手
○民謡
○川平節
○貫花
○高平万歳
○揚作田節
○ズンバ
（順不同・その他演目有り）

日時：10月１９日(土)

開演：18時３０分～

場所：運天原公民館

▲学年別リレー ▲年代別リレー

☆ＨＡＰＰＹアコウ´ｓについて☆

ＨＡＰＰＹアコウ´ｓは屋我地ひるぎ学園

の５～９学年を対象とした人材育成、

リーダー育成を目的に活動を行ってい

ます。現在１４名が在籍し、名桜大学学

生の協力を得ながら、地域行事や青少

年育成協議会屋我地支部が主催する

事業に参加、参画しています。子ども達

が自ら考え主体的に活動することを目

指し取組んでいます。

問合せ先：青少年育成協議会屋我地支

部（屋我地支所）52-8101（大城・石塚）


