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盗難が発生しました！
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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：嘉陽利枝子（我部区）

屋我地地区の人口及び世帯数（R２.１.31現在）

屋我地ひるぎ学園にて「おまねき会」が開催されました。体験入学に訪れた１８名の幼稚園児、保育園児等

は緊張した面持ちで学校内を散策しました。体験入学に参加した木村伊就さん（屋我区）は「1年生になった

ら勉強をがんばりたい。お兄ちゃん、お姉ちゃんが優しかった」と笑顔で話しました。1年生より「小学生に

なったら色々な勉強をします。また、中学生と一緒にたべるハッピーランチもありますので楽しみにしてくだ

さい」とアドバイスがありました。少しお兄ちゃんお姉ちゃんになった1年生は、勉強を教え体験に訪れた子

たちをエスコートするなど1年の成長が垣間見えた瞬間でした。今年も多くの児童が屋我地ひるぎ学園に入学

する予定です。

１０月に植え付けたジャガイモの収穫体験が宮城二郎さん（饒平名区）の畑で行われました。園児達（２

２名）はスコップを片手にジャガイモが入っていそうな場所を探し、大きなジャガイモを見付けては「ゲッ

トー」や「取ったぞー」など歓声をあげていました。當間嗣和人さん（６歳）は「お母さんはポテトチップス

を作るのが得意だから、一緒に作って食べたい」と笑顔で話しました。宮城さんは「今後も継続し、子どもた

ちに収穫の喜びを体験させたい」と目を細めました。

▲集合写真

３月１日（日）から３月７日（土）までの一週間、春の全

国火災予防運動が実施されます。この季節は空気が乾燥し、

火災が発生しやすい時期となりますので、火の取り扱いには

十分お気をつけください。また、期間中、名護市女性防火ク

２月１７日（月）屋我地ひるぎ学園体育館にて海外留学生との

交流会が開催されました。当日は強風のため、予定していたビー

チクリーンを変更しドッチボール大会となりました。王若宇（オ

ウ ジャウ 中央大学大学院）さんは「沖縄は空気も美味しい。子

どもたちも純粋で元気」と話しました。玉城美來さん（７年生）

は「留学生は日本語が上手で話が面白かった」と感想を述べまし

た。

▲一年生よりプレゼントの受取る伊就さん（中央）

ラブ員が各家庭を廻り、住宅

用火災警報器の設置調査を行

います。調査は３月７日以降

も行う場合がありますので、

区民の皆様のご理解とご協力

をお願いします。
▲名護市女性防火クラブ員

編集後記

コロナウイルスの影響で各種イベントが中止、延期となっています。これまで準備や運営に携わっていた人たちの苦労を考えると心が痛くなりますが、感染拡大や予

防を考えると致しかたありません。そして、屋我地地域においてもやがじ展、総合計画WS、舞踊サークル、筋トレ教室等の中止、延期となっています。早めに収束する

と良いのですが、予防するにもマスクや消毒類が品薄となっており、難しい状況となっています。先ずは、出来ることとして手洗いうがいをこまめにしましょう。（重）

▲屋我地駐在 上間さん

運天原区にて、のぼり旗２本。済井

出区にて軽トラックのバッテリー１

個の盗難がありました。

この事件について、情報がある方は

名護警察署までご連絡ください。

名護警察署

℡ 52-0119

▲体験入学生に勉強を教える一年生

▲宮城さんの指導で一緒に掘る園児ら▲大きなジャガイモと當間嗣和人さん ▲聖ルカ職員と園児、宮城さんとの集合写真

▲留学生と屋我地ひるぎ学園との集合写真

３月２日（月）から３月８日（日）まで開催予定の「第２

１回やがじ展」は新型コロナウイルスの影響のため、開催を

中止させていただくことになりました。開催を楽しみにされ

ていた皆様、出展を予定されていた皆様には大変なご迷惑を

お掛けすることになり心よりお詫び申し上げます。

青少年育成協議会 屋我地支部長 當眞ゆかり

日 曜日 予　　　定
1 日
2 月 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）
17：30～18：30　ズンバＪｒ（済井出）
19：00　ズンバ（済井出）

4 水 14：00　ミニデイ（饒平名）（運天原）（屋我）
5 木
6 金 13：00　手芸（済井出）
7 土 19：00　大正琴（済井出）
8 日
9 月 14：00　ミニデイ（我部）

10 火

14：00　２月うまち（屋我）
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）

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

12 木

13 金
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
16 月 14：00　ミニデイ（我部）

17 火

10：15～11：00　がじまる号巡回（聖ルカ保育園）
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）

18 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）

19 木 12：00　２００円食堂（済井出）
20 金
21 土
22 日 08：00　区海浜清掃（済井出）
23 月 14：00　ミニデイ（我部）

24 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）

25 水 14：00　ミニデイ（運天原）（屋我）

26 木
14：00　海神祭（済井出）
15：00　海事祈願（旧３月３日）（屋我）

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

28 土 19：00　大正琴（済井出）
29 日
30 月

31 火
17：30～18：30　ズンバＪｒ（済井出）
19：00　ズンバ（済井出）

屋我地合計 1396 724 672 768

屋我 162 85 77 85

愛楽園 129 63 66 116

運天原 237 112 125 123

済井出 432 226 206 218

我部 169 100 69 82

饒平名 267 138 129 144

行政区 計 男 女 世帯

午後 × ー

〇 ×午前

３月 ３月１３日（金） ３月１４日（土）

※中止・変更になる場合があります
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▲区長会長へポスター設置の依頼

▲今月担当
（左：亀川心美・右：木村柚葉）

▲饒平名区長へ聞き取り ▲区長のお仕事を聞きました

私たちはアコウ´ｓで地域のために活動できる事について話しあっています。そして、屋我地はゴミのポ

イ捨てが多いことからポスターなどで周知することになりました。その設置のお願いをするために、

饒平名区長へ説明に行きました。区長の話を聞いて今まで分からなかった区のことや屋我地に対して

の想いを教えてもらえました。また、学校周辺の草刈りや掃除も区長さんがやっていたことが分かり

ました。これからはそういう活動もアコウ´ｓでやっていきたいと思いました。（亀川）

2月26日（水）饒平名区長から屋我地のために何をしたら良いかを聞きに行きました。区長はとて

も優しく私たちが聞いたことに全てきちんと答えてくれました。これからも、他の区長にも相談して

いく予定なので、この屋我地島をもっとよくなるようにしていきたいです。（木村）

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。亀川心美と木村柚葉です。よろし

くお願いします。

屋我地には多くの島外・県外からの出身者が屋我地を好きになり移住しています。一方で屋我地の人口は1396名（R2年1月31日現在）となり人口減少に歯止めがかからない状況となっています。2015年

（平成２７年国勢調査）では屋我地地域の６５歳以上の老年人口が全体の４１．３％を占めており、現在はその割合が更に高くなっていることが予想されます。屋我地地域は名護市の中でも少子高齢化が最も顕著

な地域です。今回、紹介するお二人は県外から移住し、地域のサークルで活動したり、地域イベントに積極的に参加されているお二人です。

Q：屋我地に移住したのはいつ頃ですか？

田中さん：8年前になりますが、弟の嫁が済井出区の出身ということもあり、私と母親と二人で済井出に来る

ことになりました。当時、母は９２歳で来県しましたが、97歳の時にはカジマヤーの祝いをしてもらったりと

地域の皆さまには良くしてもらいました。そんな母は１００歳まで元気で長生きしました。本当に大往生です。

福田さん：私も同じく８年前位です。社員旅行で沖縄に訪れた時に、沖縄に住みたいという思いがふつふつと

湧いてきて、仕事が一段落したのをきっかけに不動産屋に現在の土地を紹介していただきました。その時まで

は屋我地を訪れたことは無かったのですが、紹介された土地を見て即決し旦那と引っ越しを決意しました。
▲田中三枝子さん

▲田中三枝子さん

▲干支の手作りひな人形。

ご来院の皆様へ コロナウイルス対策にご協力ください
〇１月以降に感染症流行地域「中国」への渡航歴のある方は敷地内入館せずに以下へご連絡ください。

また、発熱（37.5度以上）のある場合当日の受診ができません。

保健所：52-2717 県立北部病院：52-2719 診療所：52-8887

Q：屋我地の良いところ何ですか？

田中さん：人ですね。当初は方言が分からずに言葉の壁がありましたが、私と話す時は標準語で話してく

れます。また、区長さんが中心となってルール作りをすることによって住みやすい地域だと感じています。

子育てをするにはとても良い島だと思います。

福田さん：何も無いのが魅力です。屋我地はコンビニも無い、信号機も無いけど、一歩外に出ると満点の

星空があってついつい歯磨きをしながら遠くまで行ってしまいます。また、古宇利大橋まで散歩に行くと

海ガメが泳いでいるのがはっきり見えたりとても贅沢な環境だと思います。それに市街地からも１５分位

で行けます。東京で仕事をしている時は通勤に１時間位掛かるのが当たり前だったので島という感じはあ

まり無いですね。それと、嬉しかったこととして、雨が降った時に近所の方が布団と取り込んでくれてい

たんです。しかも袋までかけてくれて本土では考えられないです。また、近所の方から野菜のおすそ分け

が玄関にあったりとホント感謝です。

Q：お二人はとても地域に溶け込んでいますが、どの様にして地域の中に入っていったのですか？

田中さん：何でもやろうと思いました。沖縄の人はシャイな方が多い気がしたので、こちらから積極的に声を掛けました。私は犬

を飼っているので散歩もしますし、筋トレ教室にも通っています。その中で多くの方と知り合うことができました。私のモットー

として「今ある環境の中で自身が楽しむことが大切」だと考えています。

福田さん：地域行事には積極的に顔を出そうと思いました。そうすることで、地域の方の顔や色々なことを教えてもらいました。

特に自分から声を掛けることが大切だと考えています。

Q：お二人の今後の夢について教えてください。

田中さん：ハイビスカスを集めています。とてもきれいな花なので、その花をいっぱいにすることが

私の夢です。この島ではストレスオフなので、色々なことに挑戦していきたいですね。

福田さん：最近、また絵を描きたくなってきました。島の絵を描き、刺繍でもよいのですが、作品と

して残していきたいと思います。やりたかったことをやれる島なので、昔とは違う形になるかもしれ

ませんが、それが出来る島だと思います。また、旦那はこれまでゲートボールに触れたことは無かっ

たのですが、その魅力にはまりネット動画を見ては地域の皆様と練習に汗を流しています。あと、自

分達で野菜を育て食べることも夢の一つでした。今は家庭菜園で野菜を育て楽しんでいます。

▲福田由美さん

▲福田さん（中央）はやがじ祭り

実行委員会のランタン担当とし

て毎年参加しています。

▲田中三枝子さん（左）千葉県船橋出身 福田由美さん（右）山形県新庄市出身

▲精巧な手作りひな人形。 ▲きらびやかなひな壇でお出迎え。

済井出区の集落内にある「ふくろうの家 パン教室＆カ

フェ」では３月末までひな人形が飾られています。店主の

玉那覇敏枝さんは「どなたでも見学可能ですので、ぜひ遊

びがてらご覧ください」と笑顔。モノ作りが得意な玉那覇

さんが趣味で始めた手作りの人形はどれも精巧に作られ、

今年の干支であるねずみのひな人形は５人ばやしに笛を持

たせるなど楽しげです。沖縄ではなかなか見ることの出来

ないひな人形を「ふくろうの家」で見学することができま

すので、この機会にお越しください。

日時：３月末まで 13時～19時まで。

※土曜日 休日 3月2日、11日休み

▲済井出公民館にて


