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編集後記

農家より、「梅雨が長引き農作物に影響を及ぼしている」と話しがありました。屋我地では多くの農家が雨に打たれながらも必死に作業をする姿を拝見し、頭が下がる思いです。影な

がらですが応援しています。さて、屋我地地域では６月２1日に平和祈願祭が行われました。今年で４２回を迎え、亡くなられ方に対して祈りを捧げるのと同時に平和について考える機

会となりました。参加された皆様、そして作業された饒平名老人会の皆様ありがとうございました。また、今回の「ポロシャツ購入」のコーナーでは支所職員が○ンピースのシーン真似

ておりますが、なぜがつり革を持ったおじさんに見えてしまいます。皆様お分かりでしょうか？･･･腕にはある暗号が隠されております。（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：石塚 帆（屋我地支所）

屋我地地区の人口及び世帯数（ R元.５.３１）現

東南植物楽園より屋我地地域へ2頭の子ヤギの贈

呈式が5月25日（土）に屋我地ビーチにて開かれま

した。東南植物楽園の宮里高明副園長より「ヤギを

通して触れ合い、命の大切さを学んで欲しい」と話

しました。当日は、聖ルカ保育園の園児も参加し

「初めて触った」、「ヤギの名前を考えたい」と子

ヤギとの触れ合いを楽しんでいました。金城薫区長

（済井出区）は「２頭の子ヤギは済井出の公民館で

預かります。これからはいつでも触れ合える様な環

境を作っていきたいので公民館に来てください」と

笑顔で話しました。

令和元年度名護警察署長・名護地区交通安全協会長連盟

表彰式が６月４日(火)ホテルゆがふいんで開催されました。

交通安全功労者として、糸数恒弘さん（饒平名区）が２０

年以上に渡り、地域の交通安全の啓発・普及活動の実績が

認められ表彰されました。「屋我地地域のために私が出来

ることとして、これまで務めてきました。今後も皆で力を

合せて屋我地地域の安全のために頑張ってもらいたい」と

勇退する糸数さんは後輩にエールを送りました。糸数さん

は、各季の交通安全指導に加えて、各行事や地域イベント

▲糸数恒弘（饒平名区）▲大城区長より、表彰状を受け取る

糸数さん

▲子ヤギにエサをあげる聖ルカ園児
▲創作芸団レキオス（出演予定）

６月１日(土)屋我地地域の豊作と地域住民の健康を

祈願してアブシバレーが行われました。宮里区長（屋

我区）お手製の虫舟は真直ぐに進むように工夫がされ

ており、大城区長(饒平名区）は「今年は豊年満作の

年になる」と笑顔で語りました。夕方からは済井出公

民館広場で角力が行われました。

▲平和の誓い 大城樹琉さん▲力強い角力に会場を沸かせた。

今月は【７月２１日(日)】
屋我地産(直送野菜)

日時：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）

６月２1日(金)に令和元年度第４２回名護市平和

祈願祭が斎行されました。当日は約５０人の遺族

や関係者が参列しました。参加者全員で黙祷を捧

げた後、献花や式辞、平和宣言、平和の誓いを行

いました。児童生徒代表の大城樹琉さんは「今は

方言を使っても話しても殺されない、お腹が空い

たら何でも食べられる。そんな平和な日が続いて

今年も「地域との共生」をテーマに夏まつりを

開催致します。催しは創作芸団「レキオス」と

「ミルクムナリ」でおなじみの日出克とのコラボ

レーション。そして車椅子音楽家ロックバンドの

「コンスタントグロウ」をお招きしております。

日時：令和元年８月３日（土）

午後６時～

場所：愛楽園多目的広場

いくことを願って、これから

も戦争を忘れないためにも本

当にあったことを聞いて、伝

えていきたいと力強く語りま

した。

の立哨員としても積極

的に参加してきました。

▲模様のある子ヤギに興味津々

行政区 計 男 女 世帯

饒平名 272 142 130 147

我部 174 101 73 84

済井出 437 225 212 216

運天原 240 117 123 122

愛楽園 143 73 70 128

屋我 163 86 77 82

屋我地合計 1429 744 685 779

午前

７月１２日（金） ７月１３日（土） ７月１５日（月）

○ × ×

午後 × × ×

▲屋我区長のお手製の虫舟

屋我地老人クラブ主催の民舞教室を開催いたします。

７月８日(月)１０時～１２時

７月２２日(月) 〃

参加費：500円

講師：諸喜田スエ子

場所：屋我地支所(52-8101)

老若男女どなたで

も参加できます。興

味のある方は屋我

地支所までご連絡

ください♪

担当（比嘉）

日 曜日 予　　　定
1 月 14：00　ミニデイ（我部）

2 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）
14：00　区長会（支所）

3 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）
15：00　ミニデイ（饒平名）

4 木

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

6 土 20：00　大正琴（済井出）
7 日 09：30　屋我地ひるぎ学園運動会
8 月 14：00　ミニデイ（我部）
9 火 10：00　いきいき体操（支所）

10 水 14：00　ミニデイ（饒平名）（運天原）（屋我）
11 木

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

13 土 20：00　大正琴（済井出）

14 日
08：00　集落清掃（饒平名）
08：00　海岸清掃（済井出）

15 月

16 火
10：00　いきいき体操（支所）
14：00　ミニデイ（我部）

17 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）
15：00　ミニデイ（饒平名）

18 木

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

20 土
21 日 09：00　屋我地島朝市（支所）
22 月 14：00　ミニデイ（我部）

23 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）

24 水
09：00　住民検診（我部）
13：30　住民検診（饒平名）
14：00　ミニデイ（運天原）（屋我）

25 木
09：00～10：30　住民検診（運天原）
13：30～14：30　住民検診（屋我）

26 金
09：00　住民検診（済井出）
14：00　いきいき１００体操（運天原）
14：00　ミニデイ（済井出）

27 土
14：00　新米収穫祈願（屋我）
20：00　大正琴（済井出）

28 日
29 月
30 火 10：00　いきいき体操（支所）
31 水 14：00　いきいき１００歳体操（運天原）
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申込期間

７月３1日
問合せ先

℡：52-8101

担当：大城

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、富山安翔・横山慶司郎です。よろしくお願

いします。

やんばる野生保護センターの観察によると６月１０日現在、ベニアジサシ約105羽、エリグロアジサシ93羽（45

巣） が確認されました。また、エリグロアジサシは順調に抱卵を始め、エリグロアジサシの抱卵岩礁のうち、 今

帰仁漁港側の岩礁（昨年ベニが営巣し、失敗） 内海のトゥイヌシ（我部の塩田の向い）、 夫振岩、の３ヶ所に看

板設置を行っています。 夫振岩は14巣確認でき、釣り人の多いこの岩でこれだけ営巣するのは 10年ぶり。 岩礁

の上は、残念ながら釣り糸やビール缶、お弁当のゴミが多く釣り人のゴミ問題がありました。 しかし、嬉しいこと

に過去にデコイを設置した岩礁（ミーフガーの奥の岩礁）の クサトベラの下からベニアジサシが全部で５羽現れ、

今年はここで繁殖するペアが出てくる可能性があります。 ７月以降も観察会が行われますので引き続き、お知らせ

いたします。

▲大堂原貝塚から発掘された遺跡▲愛楽園の壕▲慰霊の塔

▲今月担当
（右：富山 安翔）
（左：横山 慶司郎）

イラスト：わんパグ

▲愛楽園水タンクの砲弾痕

募集：警察官Ｂ男性 警察官Ｂ女性

試験案内

配布開始日 ６月２４日(月)

受付期間：６月２４日(月)～７月２２日(月）

※試験案内と同時に受付開始

受付場所：沖縄県警察本部警務課人事係

県内各警察署

電子申請可能

６月９日、僕たちアコウズは屋我地島文化財めぐりをしました。屋我地島にはコ

バテイシ並木やアコウの木、サバヤ貝塚など県や市に指定されている文化財が７か

所もありました。その中でもいつも通っている屋我地大橋は３代目の橋でした。昔

は今みたいに便利な世の中ではないのにこんなにも大きな橋をみんなのために作っ

たと聞いて昔の人たちはすごいなーっと思いました。（安翔）

６月２２日に平和学習に参加しました。戦跡めぐりで一番心に残ったことは、愛

楽園の水タンクです。コンクリートに残っている深い銃弾のあとを見て「ゾック」

としました。平和学習でよく知らなかった戦争の恐ろしさを知り、未来の子どもた

ちにも伝えていきたいと思いました。（慶司郎）

毎月第３日曜日に屋我地支所で屋我地島

朝市を開催いたします。アタイグヮーの

野菜や雑貨等、出店者の方を募集します。

日時：毎月第３日曜日

時間：９時～正午まで

場所：屋我地支所

℡：52-8101

①送迎対象者

屋我地地域住民

②運行日

年間２３６日 平日運行を基本とする。

③利用料

無料

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
第１区 運天原区 屋我区 済井出区 饒平名区 我部区
第２区 済井出区 我部区 饒平名区 運天原区 屋我区

各区巡回日

停車地 時刻
出発 公民館（第１区） 9:00

公民館（第２区） 9:15
屋我地支所 9:30

終点 ＪＡおきなわＡコープモーレ店 9:45

出発 ＪＡおきなわＡコープモーレ店 10:30
屋我地支所 10:45
公民館（第２区） 11:00

終点 公民館（第１区） 11:15

停車地及び発着時刻

2019やがじ祭りに向けて話し合いが行われて

います。今年も、地域住民が主体となり、祭りを

運営していく予定です。そこで、実行委員のメン

バーを募集しています。興味のある方は屋我地支

所までご連絡ください。

日時：令和元年 １１月３日（日）

場所：旧屋我地中学校

▲やがじ祭り実行委員会の様子

好評につき屋我地ポロシャツ購入のお知

らせです。購入希望の方は屋我地支所まで

ご連絡ください。


