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編集後記

１１月３日（日）、やがじ祭りを無事に終えることが出来ました。今年も多くの来場者が訪れ屋我地島の魅力を島内外にPR出来たのではないかと思います。祭りに関わった皆様お

疲れさまでした。さて、今年も残すところ僅かとなりました。つい最近まで「夏だね～」っと言っていた気がしますが、昨日なんと、「よいお年を～」と言われました。季節を感じにくい沖

縄ですが、デパートに行くと装飾が施され何となく師走を感じています。さて、地域の皆様にとってはどんな一年だったでしょうか？。一年を振り返り、労をねぎらってみてはいかがで

しょうか？。それでは「よいお年を」（重）
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～やがじ祭り出店と会場アナウンス～

今回のやがじ祭りではドリンク、ゲームを出店しました。旧中学校での開催だったので思い出が蘇って

きて、楽しく出店できました。目標の金額も超えられたので良かったです。また、会場アナウンスでは沢

山のお客さんの前で伝えることの難しさを経験することができました。(笑好)

～演劇～

私たちHAPPYアコウ´ｓはやがじ祭りで演劇をしました。屋我地島５区の特色を地域の方から聞き取

り、自分達で内容を考えながら劇に取り組みました。本番は緊張しましたが、大成功だったと思うので良

かったです。（心美）

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：花城直美（運天原区）

屋我地地区の人口及び世帯数（R元.10.31現在）

１１月８日（金）済井出公民館にて老人会手作りのカレー

が振舞われました。當眞正義済井出老人クラブ会長は「今

月は無料ですが、来月からは100円～200円を取って皆で

食事をしていく予定です。家で食べきれない野菜や、あた

いぐゎーで育てた野菜を持ち寄り楽しく安価で食事を提供

していきたい。」と笑顔で話しました。※食事会は毎週第

２金曜日に予定。

▲消防職員による説明

11月2日（土）我部区で我部区津波避難訓練が実施されました。当日は区民102名が参加し、

「津波浸水予測区域」や「避難目標時間」を確認しながら訓練が行われました。自身も防災士の

資格を持つ眞喜志区長は「名護市では自主防災組織はあるが、我部区を含め10区しか加盟して

いない現状。いつ何時災害が起こるか分からない。屋我地島は橋が決壊した経緯があり、風化さ

せないためにも若い人に知ってもらいたいという気持ちで計画した。また、防災訓練を通して、

地域の絆や団結を深めることも大切。今後も避難訓練を継続するので、公民館に気軽に足を運び

ユンタクをしましょう。」と呼びかけました。参加者は消防職員より訓練についての講評を聞き

非常食が配給されました。

▲子どもから高齢者まで参加

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富山笑好と亀川心美です。よろしくお願いします。

▲祭りのアナウンス▲祭り出店

▲済井出区老人会の皆様

▲祭り演劇

11月16日(火)令和元年度善行青少年、青少年育成功労

者並びに青少年育成功労団体表彰式が行われました。屋

我地地区より照屋千歳さん、遠矢瑠美さん、永田梨奈さ

んの３名が表彰。受賞者代表挨拶で照屋さんは「学校や

地域の皆様に支えられ活動している。ミニバスは山城

コーチ、照屋コーチ、私と３名で頂いた賞だと思います。

今後も地域や子ども達のために頑張っていきたい思いま

す。」と力強く語りまし

た。

▲當眞支部長、渡具知校長 ▲照屋千歳さん、永田梨奈さん、遠矢瑠美さん

午前

12月 12月28日（土） 12月30日（月） 12月31日（火）

〇 × ×

午後 ー × ×

12月13日（金）午後～12月20日（金）終日
-海外出張のため、1週間休診-

▲屋我地駐在 上間さ

〇深酒の防止

〇二日酔い運転の防止

１２月は忘年会等の飲酒

の機会が増えます。上記

のことに注意し、飲酒運

転の防止に努めましょう。

▲避難場所（平松広場）に避難

行政区 計 男 女 世帯

饒平名 267 140 127 144

我部 172 100 72 82

済井出 441 231 210 219

運天原 241 116 125 123

愛楽園 134 66 68 121

屋我 164 86 78 85

屋我地合計 1419 739 680 774

▲祭り演劇

▲今月担当
（左：富山 笑好）
（右：亀川 心美）

日 曜日 予　　　定

1 日
08：00　区草刈り作業（我部）
14：00　区忘年会グランドゴルフ大会（我部）

2 月
09：30　民舞サークル（支所）
14：00　ミニデイ（我部）

3 火

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

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

5 木 14：00　筋トレ教室（支所）
6 金 13：00　手芸（済井出）
7 土 19：00　大正琴（済井出）

8 日

08：00　区草刈り作業（済井出）
区民親睦会（饒平名）
10：00　区草刈り作業（屋我）
14：00　区忘年会（屋我）

9 月 14：00　ミニデイ（我部）

10 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）

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

13 金
13：00　２００円食堂（済井出）
14：00　いきいき１００歳体操（運天原）
14：00　ミニデイ（済井出）

14 土 19：00　大正琴（済井出）

15 日
11：00　火まち御願（屋我）
13：30　区グランドゴルフ・忘年会（済井出）

16 月
09：30　民舞サークル（支所）
14：00　ミニデイ（我部）

17 火
10：00　いきいき体操（支所）
14：00　区長会（支所）
19：00　ズンバ（済井出）

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

19 木 14：00　筋トレ教室（支所）

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

21 土 09：30　三・四世代交流会（支所）
22 日 08：00　集落清掃（饒平名）
23 月

24 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）
14：00　ミニデイ（我部）
15：00　ミニデイ（饒平名）
19：00　ズンバ（済井出）

25 水 14：00　ミニデイ（運天原）（屋我）
26 木
27 金 仕事納め
28 土 19：00　大正琴（済井出）
29 日
30 月
31 火
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『やがじ祭り2018』が１0月28日(日)に開

催されました。天気はあいにくの雨模様で

したが、最後のプロジェクションマッピン

グまで無事行うことができました。

屋我地島Ｈａｐｐｙマルシェ

屋我地を灯そう♪ランタンライトアップ

点灯セレモニーは聖ルカ保

育園の園児達が音楽に合わ

せて踊りを披露してくれま

した。点灯式は、設置した

約500個のランタンに火が

灯り幻想的な雰囲気となり

ました。

もずくつかみ取り
たくさんのもずくを袋いっぱ

いに詰めていました！！

150㎏のもずくはあっとい

う間に無くなり、今年も大好

評でした。

ゆるスポ ～島ぞうり飛ばし大会～

司会 （左）運天なるみ

（右）宮城きみえ

舞台イベント

↑幕開けでかぎやで風を踊る

花城区長(運天原)と瑞穂の郷玉

城事務長

↑松田屋我地龍鳳館の空手演舞

↑屋我地４人娘の民謡

ひるぎ学園６年生
↑フォークソング

↑Fiesのキッズダンス ↑Ｙ-ＺＩＮ
ＺＵＭＢＡデモストレーション

←Fies の

キッズダンス

外は雨模様でしたがホールの中での舞

台演目はとても盛り上がっていました。『おおきなわ』では

子どもから大人まで

一緒になって歌って

踊って盛り上がりま

した。30分間の

LIVEはあっという間

でした。

BuheeeNのLIVE

上位入賞者に

はお菓子の詰

め合わせや、

島の特産品等

の豪華賞品

が！！

100名ほどの

皆さんが参加。

ゆるスポを楽

しみました。

▲祭りのアナウンス▲祭り出店▲祭り演劇

屋我地島と「ツナガル」１日になりました。

『やがじ祭り2019』が１1月3日(日)に開

催されました。秋風のなか、沢山の来場者

が訪れ屋我地地域を満喫しました。

屋我地島Ｈａｐｐｙマルシェ

皆様のご協力のお陰で今年も祭りを開催することができました。ご来場

いただきありがとうございました。やがじ祭り実行委員会一同。

プロジェクションマッピング 打上花火
旧中学校体育館に屋我地島の映

像が映し出され、動きのある映

像は会場にいるすべての人を魅

了しました。また、ひるぎ学園

OBOGの想いが夜空を彩りま

した。

屋我地を灯そう♪ランタンライトアップ

今年もたくさんのランタンを地域のみなさんに作って頂きまし

た。まつり会場を手作りのランタンで灯しました。

↑点灯式に参加する金城秀郎副市長・やがじ祭り副実行委員の金城隆

さん・名護市市議会大城秀樹議長・ひるぎ学園生徒会の遠矢瑠美さ

ん・ひるぎ学園渡具知久浩校長・聖ルカ保育園岸本恵美子園長・屋我

地5区長

やがじ歩いていいとこ巡り･車エビすくい
魚つかみ取り

復活の魚つかみ取り。タマン、グル

クン、ブリなど袋からこぼれ落ちる

ほどの魚があっという間に無くなり、

大好評でした。

ゆるスポ ・軽スポ

名桜大学生

今年も大学生のボランティアスタッ

フがお手伝いにきてくれました。

ピザ作り体験

屋我地島青年会エイサー
舞台イベント

↑幕開けでかぎやで風 ↑松田屋我地龍鳳館の空手演舞

↑Happyアコウ´ｓ演劇↑Fiesのキッズダンス
↑コラソン

ＺＵＭＢＡデモンストレーション

↑城間竜太さんに

よる民謡ライブ

子どもから大人まで

一緒になって笑って、

歌って踊って盛り上

がりました。モコさ

んのモノマネに会場

は大爆笑♬

アイモコのLIVE

am11:00～スタートした飲食＆

物販マルシェ。おいしいご飯やス

イーツ、島の物産品、手作り小物

など屋我地島の事業者さんや島外

の方に参加して頂きました。

地図とスポット写真集を頼りに、屋我地

島内を歩き、いいとこ巡りを楽しみまし

た。終了後、屋我地産の景品がもらえる

くじ引きではみんな何が当たるかドキド

キわくわく!

名護市スポーツ推進員の

協力があり、100名ほど

の皆さんが参加。軽スポ

を楽しみました。

↑会場アナウンス

手作りの出来立てホ

クホクのピザは

長蛇の列

上位入賞者には特産品

等の豪華賞品が！！

初試み車エビすくい。

参加者は身近にある

調理器具で上手にす

くいあげました。

↑青年会の迫力ある演舞

Ｈａｐｐｙアコウ´ｓ（青少協）

動物触れ合い体験

動物との触れ合いに子ども達

は大満足。

島ぞうり飛ばしでは「ひる

ぎ会」のメンバーが運営。

↑屋我地民舞サークル

↑宮城円さん、外間己乃さん

↑カラオケ

▲祭り演劇


