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自転車やオートバイを大切に！
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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：金城 隆さん（名護市議会議員）

屋我地地区の人口及び世帯数（R元.12.31現在）

屋我地駐在所よりお知らせ

令和２年名護市成人式典が名護市民会館大ホールで開催され、名護市では約870人が新成人

として晴れの日を迎えました。屋我地中学校の新成人は金色のはかまとカラフルな振袖を身にま

とい大人の仲間入りをしました。新成人の誓いとして屋我地中学校６７期卒業の比嘉謙太（屋我

地中代表）さんは「私の同級生は15名です。他の中学校に比べると少ないですが保育園から中

学校まで一緒に成長してきました。現在は高校で学んだ知識を生かし建築の現場監督という責任

ある職についています。私には今、新しい夢があります。それは高校の先生になる事です。今ま

で小学校から高校まで色々な先生方と出会ってきました。先生方は私が反抗的な態度をとっても

最後までちゃんと教え常に正しい道に

導いてくれました。そのおかげで今の

自分があります。二十歳という歳は何

事にも挑戦できる歳だと思います。最

後に、親や地域の皆さまには大変お世

話になりました。今後は恩返しができ

るように頑張りたいと思います」と力

強く語りました。
▲屋我地中67期生

名護市教育の日が市民会館中ホールで行われました。教育

功労者として、座間味眞さん（屋我区）がPTA活動及び青少

下記のとおり、申告受付を開始いたしますのでご案内いたします。令和２年度の申告期間中は名護市役所税

務課窓口では申告受付は行いません。２月２５日以降の申告受付会場は選挙管理委員会のプレハブとなります。

県内初の試みとして、イオン名護店にて

２月３日（月）～２月８日（土）の期間に申

告受付を行います。ぜひ、お買い物つい

でにめんそーれ

2 申請の条件

(1)屋我地支所管内に住所を所有する者の子弟。

(2)同種の奨学金の貸与を受けていないこと。

(3)高等専門学校、大学等に入学若しくは在学し、心身健全で

経済的理由により就学困難であること。

申告対象者：令和２年１月１日現在、名護市内に住所のある方

※名護市内に住所がある方でも、下記に該当する方は申告が不要です。

〇所得税の確定申告をされる方

〇給与所得のみで、勤務先が名護市に給与支払い報告書を提出している方

〇前年中の収入が公的年金収入のみで、かつ、その合計金額が400万円以下の方

受付期間：令和２年２月３日（月）～令和２年３月１６日（月）

1 受付期間 令和２年2月3日(月)～令和２年3月19日(木)

【受付場所及び問合せ】屋我地支所☎52-8101(比嘉)

必要な書類
・奨学金貸与願書
・合格証明書又は在学証明書
・住民票謄本
・健康診断書
・保護者(両親)の所得証明書
・保護者(両親)の資産証明書

▲比嘉謙太さん

年健全育成に尽力したことが認めら

れ表彰されました。座間味さんは

「まだまだ道半ばの中でこのような

賞をいただき光栄です。今後の夢と

して、名護市の子どもたちにカブト

ムシの幼虫を配布することで、生き

物について関心や興味を持ち、自然

環境について学んで欲しい」と目を

細めました。今後も屋我地の子ども

達を海や山に連れていきたいと意欲

的に話す座間味さんでした。 ▲座間味眞さん（屋我区）

編集後記

済井出区は月に一度２００円食堂を開催しています。あたいぐゎーの野菜や冷蔵庫に余った野菜を活用するなどの工夫がみられます。また、彩り豊かでバランスの良い食

事が提供されていることに驚かされつつ、済井出区の皆様が楽しく行われていることに素晴らしいと感じました。ぜひ、月に一度の「２００円食堂」に足をお運びください、さて、

屋我地支所はというと食事をしながら、ユンタクに花を咲かせＳ係長の髪の話題に・・・済井出区のように髪も工夫をするとバランスよく彩りが豊かになると良いのですが、そう

上手はくいかないものです。頑張れＳ係長の髪！（重）

午後（1時～3時）

2月10日（月） 屋我地支所ホール 屋我地支所ホール

巡回日程 午前（９時30分～11時30分）

行政区 計 男 女 世帯

饒平名 267 140 127 144

我部 171 100 71 82

済井出 432 226 206 218

運天原 239 113 126 124

愛楽園 129 63 66 116

屋我 162 85 77 84

屋我地合計 1400 727 673 768

午前

２月７日（金） ２月８日（土）

〇 ×

午後 × ー

日 曜日 予　　　定
1 土 19：00　大正琴（済井出）
2 日
3 月 14：00　ミニデイ（我部）

4 火

10：00　いきいき体操（支所）
13：20～14：20　がじまる号巡回（ひるぎ学園）
14：00　区長会（支所）
17：30～18：30　ズンバＪｒ（済井出）
19：00　ズンバ（済井出）

5 水 14：00　ミニデイ（饒平名）（運天原）（屋我）
6 木 14：00　筋トレ教室（支所）

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

8 土 19：00　大正琴（済井出）
9 日

10 月 14：00　ミニデイ（我部）

11 火
15：00　ミニデイ（饒平名）
17：30～18；30　ズンバＪｒ（済井出）
19：00　ズンバ（済井出）

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

13 木 14：00　筋トレ教室（支所）

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

15 土
16 日
17 月 14：00　ミニデイ（我部）

18 火

10：00　いきいき体操（支所）
14：00　区長会（支所）
17：30～18：30　ズンバＪｒ（済井出）
19：00　ズンバ（済井出）

19 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）

20 木 14：00　筋トレ教室（支所）

21 金
10：15～11：00　がじまる号巡回（聖ルカ保育園）
12：00　２００円食堂（済井出）
14：00　いきいき１００歳体操（運天原）

22 土 19：00　大正琴（済井出）
23 日
24 月

25 火

10：00　いきいき体操（支所）
14：00　ミニデイ（我部）
15：00　ミニデイ（饒平名）
17：30～18；30　ズンバＪｒ（済井出）
19：00　ズンバ（済井出）

26 水
12：30　ミニデイ(昼食会)（運天原）
14：00　ミニデイ（屋我）

27 木 14：00　筋トレ教室（支所）

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

29 土

▲屋我地駐在 上間さん

屋我地島内にて自転車の盗難事件が

ありました。自転車やオートバイに

乗車される際は、①自転車には必ず

防犯登録をしましょう。②オートバ

イにはグッドライダー防犯登録をし

ましょう。③わずかな時間でも鍵を

必ずかけましょう。

屋我地駐在所

℡ 52-8102
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【受付場所及び問合せ】屋我地支所☎52-8101(比嘉)

▲地域のためにできることは何か？

▲今月担当
（左：横山慶司郎・右：小川友基）

▲アコウ´ｓで意見を出し合う様子 ▲子ども達から沢山の案が出てきました。

僕たちは、「地域のために活動し貢献できることは何ができるか？」ということで話し合いを

持ちました。その中で出てきた案は「畑の手伝い」や「ゴミ拾い」「通学路の整備」など沢山の

案が出てきました。これからも話し合い、もっと具体的にまとめられるように頑張ります。（慶

司郎）

私は新しく入ってきた小川友基です。私はアコウ´ｓに入ってよかったと思います。理由は屋

我地支所に泊ったり、イベントの司会や出店、自分達で稼いだお金で遊びに行ったりしたからで

す。私が頑張りたいことは、もっと発言することと、９年生まで続けることです。（友基）

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をします。横山慶司郎と小川友基です。よ

ろしくお願いします。

1月８日（水）運天原公民館にてウコンの

出荷が行われました。当日はあいにくの雨模

様でしたが、公民館には沢山の農家が訪れ、

軽トラいっぱいのウコンが運び込まれました。

ウコンの出荷は１２月上旬～３月下旬の毎週

水曜日まで行われています。

221軒の農家と契約し、中でも屋我地地域と５１軒の農家契約

を結んでいるよと話す沖縄還元フーズ株式会社社長の津波英利

さんは「農家の皆さんが丹精込めて作ったウコンは加工（サプ

リメント・茶・石鹸など）し、ほとんどを海外に出荷していま

す。特にアメリカやカナダに多く出していますが、健康志向の

方が多いのではと考えています。また、当初５～６軒の農家か

ら始まり６～７年ほどで倍以上に増えました。屋我地は土壌が

良く反収（たんしゅう）が高いのが特徴ですね。でも、一番は農

家皆さんの日頃の頑張りが反映されていると思います。」と笑

顔で話しました。
▲津波英利代表取締役社長

今後も農家の皆様と協力しながら、会社と

しても医療、健康を目指すという津波社長。

現在は新規農家は募集してませんが、ウコ

ンが屋我地地域の特産品として県内外から

注目される日も近いかもしれません。

名護市消防本部にて新春出初式が開催されました。聖ルカ保育園等の演舞、消防職

員の防火演技、消防車両の展示などが行われました。日頃より地域防災訓練を行って

いる屋我地分団は、慣れた手つきで手際よく放水訓練を行うと園児より「すごーい」

と歓声が沸き起こりました。照屋秀裕消防長は「今年で市制５０周年を迎えます。市

民の財産、生命を守り災害に強い町づくり、自主防災組織の強化に務めて参ります」

と力強く語りました。※名護市では179名が消防団員として活躍しております。そ

の数は県内でも最大級となっており、住民の安心・安全を守り、災害発生時には駆け

付ける地域のリーダーとして担っています。
▲照屋秀裕消防長（我部区）

▲各分団による放水訓練 ▲屋我地分団 ▲各分団による整列

屋我地支部内の交流と会員相互の親睦と健康維持

を目的に新春グラウンドゴルフ大会（老人クラブ屋

我地支部主催）が済井出公民館広場で催されました。

当日はあいにくの雨模様のなか２ゲームが行われ、

各区より８５名の選手がエントリーしました。ゲー

ム終了後は済井出公民館ホールで互いを労いながら

昼食を食べました。見学で参加した玉城さよさん

（100歳 屋我区）は「身体を動かすことが好きだ

し、若い時はゲートボールによく参加したさ。野菜

も肉も魚もタコもよく食べるけど、加工された食品

は苦手だねー」と長生きの秘訣を話しました。女性

の部１位、ホールインワン賞を受賞した田代加代子

さんは「ホールインワンは久しぶりでとても楽し

かった。この受賞を家族や友人に報告します」と笑

顔で語りました。長浜正光老人クラブ支部長は「老

人クラブ屋我地支部が再結成し２回目となるグラウ

ンドゴルフ大会です。皆さんで交流を深め楽しみま

しょう」と挨拶しました。今後も精力的に活動予定

の老人クラブにぜひご参加ください。

▲玉城さよさん（100歳 屋我区）

▲玉城さよさん（高齢者特別賞）▲ホールインワンを目指し集中する参加者

▲各区ごとに混合チームとして参加。

▲アジサシについて発表する５年生

「輝け！最高の舞台 笑顔で思い切り楽しめＷｅ are one team屋我

地っ子」をテーマに屋我地ひるぎ学園学習発表会が体育館で行われまし

た。児童生徒は日頃の学習成果を保護者や関係者に披露し、横山慶司郎

さん（５年生）は「屋我地の自然を守り、学んだことを次の５年生に引

き継いでいきたい」と挨拶。渡具知校長は「屋我地島には沢山の自然や

文化が残っていることで学びが出来ます」と感謝を述べました。


