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編集後記

運天原区の豊年祭に参加してきました。運天原は公民館建設と重なり１０年振りの豊年祭。多くの地域住民、出身者、関係者が訪れ運天原は賑やかな夜となりました。そこでは、区長をはじめ実行委員の

影ながらの努力や運営があったからこそ成功したのだと思います。本当にお疲れ様でした。テントやブルーシートに座りながら酒を呑みユンタクに花を咲かせ、踊りに手拍子や指笛など、今後も残していきた

い文化だと感じました。さて、１１月３日はやがじ祭りです。事務局も夜な夜なパソコンに向かいながら祭り成功に向けて取組んでいます。ぜひ、やがじ祭りにも足をお運びください。（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：栂村宙子（屋我地エコツーネット）

屋我地地区の人口及び世帯数（R元.9.30現在）

日時：平成29年10月26日午後10時10分頃から午後10時

23分頃までの間。

場所：名護市運天原（県道110号線）

上記日時においてひき逃げ死亡事故が発生しました。犯人検

挙には至っていません。解決に向けて、ささいな情報でも構

いませんので名護警察署までご連絡ください。

TEL：0980-52-0110（名護警察署）

４月のファイブスターマッチ大会では、延

長を制して優勝し、今大会も18点差をつけら

れましたが後半諦めず逆転し優勝することが

出来ました。会場が屋我地ひるぎ学園という

事もあり、子供達は必ず優勝し２連覇する！

と頑張って目標達成しました。最強保護者会、

地域の皆様、先生方の応援は大変力になりま

した。ありがとうございます！目標に向かっ

て日々練習に取り組んでいます！同じ目標に

向かって一緒にバス

(左)仲宗根李夢さん、(右)山城大世さん

（上）優勝しポーズを決める部員ら。

（左）試合前に気持ちを一つに高めあう様子。 ※記事提供：照屋千歳コーチ

10月19日(土)運天原交流施設にて１０年振りとなる豊年祭が開催されました。会場は多くの

出身者や関係者が訪れ賑いました。花城清敏区長は「運天原は239名と小さな集落です。前回は

公民館建設と重なり豊年祭が出来ませんでした。今回は各種団体の皆様の協力のお陰で開催する

ことが出来ます。」と挨拶をしました。

▲ヘイ！二才達

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）

ケットをするメン

バーも随時募集し

ていますので、興

味がある方は是非

体育館へ足を運ん

で下さい！お待ち

してます。今大会

も応援ありがとう

ございました。

9月２２日に開催されたやんばるファイブスターマッチ5

年生以下の部で優勝を果たしたミニバスの仲宗根李夢さん、

山城大世さんにインタビューをしました。

Q：今大会の様子を教えてください。

A：(山城）決勝の時、前半戦は負けていていたので、コー

チや僕が「流れを変えよう」と言いました。

Ｑ：実際に流れが変わったの？

A：(仲宗根）チームの気持ちが

変わった様に感じました。そこ

から10点差まで近づきました。

そこから、残り1分４５秒にな

り、大世がシュートを決めて

34対33で勝つことができまし

た。(山城)勝つことが出来たの

は皆やコーチの応援があったか

らこそです。これからも応援よ

ろしくお願いします。

▲屋我地ひるぎ学園や龍鳳館

しばらくの間、屋我地島朝市をお休みします。再開時期につ

いては、広報誌でお知らせします。

▲上い口説

日 曜日 予　　　定

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

2 土
08：30　我部区津波避難訓練（我部）
20：00　大正琴（済井出）

3 日 やがじ祭り２０１９
4 月

5 火

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

6 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）

7 木 14：00　筋トレ教室（支所）

8 金
14：00　いきいき１００歳体操（運天原）
14：00　ミニデイ（済井出）
15：00　健康体操（饒平名）

9 土 20：00　大正琴（済井出）
10 日
11 月 14：00　ミニデイ（我部）

12 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）
15：00　ミニデイ（饒平名）
19：00　ズンバ（済井出）

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

14 木
14：00　筋トレ教室

15 金
13：00　名護市ミニデイミニボーリング大会
13：00　手芸（済井出）

16 土 14：00　うんね御願（屋我）

17 日
09：00　屋我地島朝市
14：00　老人会親睦会（饒平名）

18 月
14：00　区長会（支所）
14：00　ミニデイ（我部）

19 火
10：00　いきいき体操
19：00　ズンバ（済井出）

20 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）

21 木 14：00　筋トレ教室

22 金
14：00　いきいき１００歳体操（運天原）
15：00　健康体操（饒平名）

23 土
24 日 08：00　集落清掃（饒平名）
25 月 14：00　ミニデイ（我部）

26 火

10：00　いきいき体操
10：15～11：00　がじまる号巡回（聖ルカ保育園）
15：00　ミニデイ（饒平名）
19：00　ズンバ（済井出）

27 水 14：00　ミニデイ（我部）（運天原）（屋我）
28 木 14：00　筋トレ教室

29 金
08：30　老人会視察研修（運天原）
13：00　手芸（済井出）

30 土 20：00　大正琴（済井出）

屋我地合計 1425 745 680 775

屋我 162 86 76 83

愛楽園 137 69 68 123

運天原 239 116 123 121

済井出 445 232 213 221

我部 173 101 72 82

饒平名 269 141 128 145

行政区 計 男 女 世帯

午後 × × ー ー

× 〇 × ×午前

11月4日（月） 11月8日（金） 11月9日（土） 11月23日（土）
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第43回聖ルカ保育園の運
動会が10月12日(土)済井出
農村公園で行われました。
「げんきにたのしく うんど
うかい」をテーマに子ども達
は元気よく演舞やリレーに披
露しました。当日は天気にも
恵まれ、数年振りの外での開
催に多くの保護者や関係者が
訪れ、子ども達の成長を見守
りました。ゆり組の玉城幸花
さんは「バトンリレーを頑張
りたい。走ることが一番楽し
い」と笑顔で答えました。

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永田梨奈と遠矢瑠美です。よろしくお願いします。

▲地域の方と遊びを通して演劇の練習▲講師よりアドバイス

▲今月担当
（左：永田 梨奈）
（右：遠矢 瑠美）

イラスト：わんパグ

▲力強い走りをみせ

る大城選手

▲表彰台の大城雄貴さん

▲饒平名老人会チーム

皆さんこんにちは!!。私達は今「やがじ祭り」に向けて演劇ワークショップの練習に取

組んでいます。「屋我地島」をテーマとして、５区の方にお話を聞き、それをもとに演

劇にしています。「地域について知りながら楽しく学ぶこと」という素晴らしく貴重な

体験をさせて頂いています。数少ない練習ですが、皆と協力をしてやっとのことで完成

がみえてきました。ぜひ、やがじ祭りに完成した私達の演劇を観てください。（梨奈）

私たちは今、「やがじ祭り」に向けて出店の準備をしています。来てくれた方が楽し

めるようなゲームや飲み物をお手頃な価格で販売しています。ゲームはみんなで思考さ

くごしながら作っています。しかし、準備をするものが多く間に合うか少し心配です。

どうにか間に合うようにリーダーとして頑張ります。他にもアコウ´ｓメンバーでやが

じ祭りでアナウンスをします。ぜひ、耳を傾けて聞いてみてください。（瑠美）

10月20日(日)第４７回名護市陸上競技大

会が名護市陸上競技場で開催されました。

▲玉城幸花（さちか）さん

▲ゴールを目指し、障害物をクリアするぞ♪

やがじ祭りが開催されるまでに、多くの地域住民、区長、学校、事業者が参加し

話し合いを進めてきました。やがじ祭りは地域主体の祭りとなっております。屋

我地の未来を地域で考え、屋我地で出来る「参加・体験・交流」をテーマに今後

の地域振興に繋げていくことを目的としています。今年で６回目となるやがじ祭

りは、多くの地元企業、屋我地島に対して思いのある企業がその趣旨に賛同し協

賛を頂いております。

今年は、屋我地ひるぎ学園の卒業生が再び花火を打上げたいという思いから、

自らクラウドファンディングに挑戦し、見事その思いが実現することになりまし

た。ぜひ、地域の皆様のご来場をお待ちしております。やがじ祭り実行委員会一同

一般男子1500M 30代の部

で大会新記録（4分19秒

28）を樹立した大城雄貴さ

ん（我部区）は「走る前から

大会記録を狙っていました。

記録を更新できて良かったで

す。11月に行われる県民大

会の出場も決まっているので、

ケガせず練習して表彰台を目

指します」と抱負を述べまし

た。

北支部の結果：男子２位 女

子２位 壮年２位 総合２位

第26回沖縄愛楽園園長杯ゲートボール
大会が10月26日(土)愛楽園多目的広場に
て行われました。当日は天気にも恵まれ、
互いを健闘し合いながら43チームが汗を
流しました。饒平名老人会ゲートボール責
任者の金城達夫さんは「毎日、ゲートボー
ルの大会に向けて頑張っている。２年前に
コート優勝を果たしたので、今大会は優勝
を目指して頑張りたい。月に1回は名護市
の合同練習にも参加している。様々な人た
ちと触れ合いながら交流を深めているよ。
多少の雨でも楽しいから練習している
さ。」と笑顔で話しました。

▲一打集中
の當眞済井
出老人会長

民踊サークル参加者大募集！！

日時：11／18（月）、25（月）

９：30～11：30

会費：月々1,000円

皆さんのご参加をお待ちしていま～す。

問合せ先

52-8101（担当：比嘉）

▲運天原豊年祭で踊る民踊サークル

▲やがじ祭りに向けて旧屋我地中学校の美化作業

▲ダイキ産業の皆様も協力していただきました。

担当（比嘉）

▲お互いの動きを確認するアコウズメンバー


