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編集後記 
　夏休みに入る以前より学校と各区、保護者を交えながら公民館で交流会を重ねています。趣旨としては、屋我地ひるぎ学園がコミュニティースクールとしてスタートし、より地域と

学校が連携しタッグを組むことで更に良い学校運営を目指しております。そこでは、区長、保護者、校長、支所長がざっくばらんに意見を交換し合います。地域の現状や時にはそ

の地域の昔話や失敗談に話題は尽きず夜が更けていきます。屋我地の皆様と膝を交えながらの語らいにこの地域の良さに更に気付かされるのです（重）

編集・発行　

名護市役所　地域政策部

屋我地支所　

〒905-1632

名護市字饒平名1177番地1

TEL：0980-52-8101

FAX：0980-52-8216

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：比嘉　章祐子（屋我地支所）　　

屋我地地区の人口及び世帯数（R元.６.3０）現在）

　屋我のバス停前には宮里区長（屋我区）が

植え付けた約1,000本のコヒマワリが見ごろ

を迎えています。宮里区長は「去年は台風で

枯れてしまったが、今年は立派な花を咲かせ

ました。2ヶ月に１回のペースで成人会が草

刈り作業を行い管理をしています。屋我地を

訪れた人が屋我地って素敵な島だねーっと

思ってくれたら最高だね」と笑顔で語りまし

　第１９回全日本少年少女空手道選手権大会が８月３

～４日間に掛けて東京武道館で開催されます。屋我地

ひるぎ学園５年生の喜屋武麗靖さんは「形」の部で沖

縄代表として参加されます。派遣されるにあたり、屋

我地振興会、北支部陸上協議会、青少年育成協議会屋

我地支部の３団体から奨励費の授与を行いました。喜

屋武麗靖さんは「緊張しますが、入賞を目指して頑張

ります。」と力強く語りました。屋我地振興会副会長

の大城区長より「屋我地の皆で応援しておりますので、

緊張感を楽しみながら頑張って欲しい」とエールを送

りました。

▲屋我地振興会より ▲北支部陸上協議会、青少協屋我地支部より

▲宮里区長（屋我区）とコヒマワリ

　今年も旧盆の時期に屋我地青年会が踊ります。

8月１３日(火) 19：00～運天原(ナガマシ)

　　　　　　　19：50～我部(前垣)

　　　　　　　20：40～屋我(市営団地前)

　　　　　　　21：30～済井出(宮城ストアー)

８月１４日(水) 19：00～済井出(とうま葬儀社)

　　　　　   　19：50～運天原(スーメーマチャー前)

　　　　　　　20：40～饒平名(OSC社前：支所跡地)

　　　　　　　21：30～我部(公民館前)

８月１５日(木）18：00～済井出(公民館前)

　　　　　　　 18：30～屋我(公民館前)

　　　　　　　 19：00～饒平名(公民館前)

　　　　　　　 19：30～我部(平松広場)

▲屋我地駐在　上間さん

今月は【８月１７日(土)】
　屋我地産(直送野菜)

　バザー（焼き菓子・ケーキ・漬物等）　★出店者募集中★

日時：９：0０～1２：0０

場所：旧屋我地中学校

イラスト：わんパグ

月 火 水 木 金 土 日

○ ○ ○ ○ ○ ○ ー

○ ○ ○ ー ○ ー ー

受付時間

午前
8：30～11：30

午後
2：00～5：30

　第３９回新報児童オリンピック・ミニバス

ケットボール大会が屋我地ひるぎ学園体育館で

開催されました。屋我地ひるぎ学園ミニバス

チームは伊良波に１回戦は勝利しましたが、２

回戦で敗れてしまいました。照屋千歳コーチ
は「いつも応援ありがと

うございます。現在、５

年生を中心としたメン

バー構成です。9月に

FIVESTAR大会が開催

されますので引き続き応

援よろしくお願いしま

す」と話しました。

コヒマワリは

現在８～９分

咲きとなって

おり、しばら

く屋我の通り

を楽しませて

もらえそうで

す。

水難事故は命に関わる大変危険な事故です。

海で遊ぶ際は下記のルールを守りましょう。

①危険な場所に近づかない。

②管理されたビーチで泳ぐ。

③自分の体力、技術を過信しない。

④海水浴場、プールなどではルールを守る。

⑤子どもから目を離さない。

⑥気象状況に注意し、悪天候時は水場に近づ

かない。

⑦海釣りやボートに乗る

ときは必ずライフジャケ

ットを着用する。

⑧健康状態が悪いときや

お酒を飲んだときは泳が

ない。

行政区 計 男 女 世帯

饒平名 271 142 129 146

我部 173 100 73 83

済井出 440 227 213 219

運天原 240 117 123 123

愛楽園 142 72 70 127

屋我 163 86 77 82

屋我地合計 1429 744 685 780

８月３１日（土）

午前

８月15日（木） ８月１６日（金） ８月３０日（金）

× × ○ ×

午後 ー × × ー

日 曜日 予　　　定
1 木 14：00　筋トレ教室（支所）

2 金
13：00　手芸（済井出）
14：00　区長会（支所）
14：00　いきいき１００歳体操（運天原）

3 土 20：00　大正琴（済井出）
4 日 14：00　臨時総会（運天原）
5 月 14：00　ミニデイ（我部）

6 火
10：00　いきいき体操（支所）
10：30～11：30　がじまる号巡回（支所）
19：00　ズンバ（済井出）

7 水 14：00　ミニデイ（運天原）

8 木
14：00　筋トレ教室（支所）
14：00　ミニデイ（屋我）

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

10 土 20：00　大正琴（済井出）

11 日
08：00　区内清掃（我部）（運天原）（済井出）（屋我）
バスケットボール大会

12 月

13 火
14：00　ミニデイ（我部）
19：00　ズンバ（済井出）

14 水
15 木

16 金
13：00　手芸（済井出）
14：00　区長会（支所）
14：00　いきいき１００歳体操（運天原）

17 土
08：00　屋我地島朝市（旧屋我地中学校）
09：00　三・四世代交流会（旧屋我地中学校）

18 日
19 月 14：00　ミニデイ（我部）

20 火
10：00　いきいき体操（支所）
19：00　ズンバ（済井出）

21 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）
15：00　ミニデイ（饒平名）

22 木 14：00　筋トレ教室（支所）

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

24 土 20：00　大正琴（済井出）
25 日
26 月 14：00　ミニデイ（我部）

27 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）
19：00　ズンバ（済井出）

28 水
14：00　ミニデイ（饒平名）（運天原）（屋我）
15：00　ミニデイ（饒平名）

29 木

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

31 土

屋我地老人クラブ主催の民舞教室を開催いたします。

８月5日(月)９時３０分～１1時30分

８月１９日(月)　　〃

参加費：500円

講師：諸喜田スエ子
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　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。木村柚葉と遠矢洵平です。よろしく

お願いします。

　青少年育成協議会主催の「三・四世代交流会Happyアコウ'sタイム」を８月17日（土）屋我地中学校旧校舎にて開催致しま

す。国立沖縄工業高等専門学校の移動講座や苔テラリウム、ワンポイントペインディングなど盛りだくさんの内容となってい

ます。屋我地島朝市やカレー無料配布もありますので、ご家族でお気軽にご参加ください。

▲愛楽園まつりの準備作業▲イオンにて集合▲イオン名護店にてチラシ配り

▲今月担当

（左木村 柚葉）

（右遠矢 洵平）

支部長

當眞ゆかり

　やがじ祭りに向けて、屋我地ひるぎ学園の卒業生が「令和元年のやがじ祭りで屋我地島の空に再び花

火を打ち上げたい!」という強い思いから立ち上がりました。下記QRコードからサイトに繋がりますの

で、皆様のご協力よろしくお願いします。

クラウドファンディングとは・・・

「群衆（クラウド）」と「資金調達（ファンディング）」を組み合わせた造語で、「インターネットを介して不

特定多数の人々から少額ずつ資金を調達する」こと。

　７月１７日に私たちHappyアコウ´ｓはアジサシを守るためにイオンでチラ

シ配りをしました。はじめは緊張して上手く配れなかったけど、るみねぇ

ねぇーのアドバイスで頑張って配ることができました。次のチラシ配りの時は

恥ずかしがらずに配りたいです。そして、ゴミが無くなると良いなっと思いま

した。（柚葉）

　今年アコウズに入りました。アコウズは皆で何をしたいか決めたことをやる

ためのお金を自分達で集めます。そのため「愛楽園まつり」などのイベントで

飲み物を売ったり、ゲームコーナーを作ったりしています。ぜひ、８月３日の

愛楽園祭りのアコウズのバザーに来てください。（洵平）

　今年は８つのワークショップを行います。そのなかで苔テ

ラリウム・コーダー道場名護のプログラミング体験・シー

サー作り体験は要申込み・先着順となっています！締切日：

８月9日（金）までとなってます。（定員に達し次第締切で

す）三･四世代で楽しく交流をしましょう♪

問合せ先：青少協屋我地支部　52-8101（大城・石塚）

やがじ産の野菜直売や

バザー等お楽しみが沢山

♪

屋我地島朝市
９：００～

・国立沖縄工業高等専門学校

　４科による出前講座！！

    高専の体験が出来るよ！

講師　座間味　眞（屋我地いちむし係）

クワガタの繁殖講座
フナ・メダカ・トウギョ（稚魚）・ヤエヤママルバネクワガ

タなどの無料配布！！（なくなり次第終了）

９：００～１２：００

（持ってない方は貸出も可）
けん玉の持参をお願いします。

けん玉検定

１０：００～１２：００

講師　慶留間　知樹

けん玉道五段（日本けん玉協会　沖縄支部長）

日にち：８月１７日（土）

顔や腕に！

（材料がなくなり次第終了）

（屋我地盛り上げ隊）

講師　福田　由美

場所：屋我地中学校旧校舎

９：００～１２：００

ワンポイントペインティング

※イメージ画像

苔テラリウムワークショップ
参加費　1,000円　（１個）

定員　２０名　（定員に達し次第終了

）

講師　大山玲子（Petit Eden)

申し込み先　名護中央公民館　　５３－５４２８

　　　　　　屋我地支所　　　　５２－８１０１

１１：００～１２：００

（容器は異なる場合があります。）

９：３０～１１：３０

参加費：1,000円

定員：２０名（定員に達し次第終了）

持ち物：絵の具

講師：當眞　均　（よなじばる工房）

シーサー作り体験

竹水てっぽう作り

参加費：無料

１０：００～１２：００

講師　大城　將計　（饒平名区長）

　　　金城　薫　（済井出区長）

９：００～１４：００

参加対象　小・中学生
コーダー道場名護プログラミング体験

　

※小学校１～３年生は保護者同伴

９：００～１０：００（５名）

１０：００～１１：００（５名）

１３：００～１４：００（５名）

１２：００～

カレー無料配布

（限定１００食）


