
　　　　　　　　

　

日 曜日 予　　　定

1 日 9:00 北体協陸上競技大会（真喜屋運動広場）

2 月 14:00 ミニデイ（我部）

3 火
9:00 いきいき体操（支所）
14:00 書記会（運天原公民館）

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

5 木 14:00 筋トレ教室（支所）

6 金 14:00 いきいき100歳体操（運天原）

7 土

8 日 8:00 区内清掃作業(我部･運天原･済井出･屋我)

9 月 体育の日

10 火

9:00 いきいき体操（支所）
14:00 区長会（支所）
14:00 ミニデイ（我部）
15:00 ミニデイ（饒平名）

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

14 土

15 日

16 月 14:00 ミニデイ（我部）

17 火 9:00 いきいき体操（支所）

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

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）

21 土

22 日

23 月 14:00 ミニデイ（我部）

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

24 火

9:00 いきいき体操（支所）
13:20 がじまる号巡回（ひるぎ学園）
14:00 区長会（支所）
15:00 ミニデイ（饒平名）

25 水
14:00 ミニデイ[グランドゴルフ](運天原)
14:00 ミニデイ（屋我）

30 月

31 火
9:00 いきいき体操（支所）
10:20 がじまる号巡回（聖ルカ保育園）
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28 土
14:00 旧9月9日寺御願（我部）
14:00 豊年祈願（屋我）

29 日
やがじ祭り2017（屋我地支所）
駐車場：済井出公民館
※会場まではシャトルバスをご利用ください

26 木 14:00 筋トレ教室（支所）

祭り当日やがじ散策を行います。

島の散策体験してみませんか!?

集合場所：済井出公民館

集合時間：9:30受付

所要時間：10:00～12:30

散策の後は美味しいご飯をぜひ会場で！！

〈もずく詰め放題〉 14：45スタート

参加料金：２00円

やがじ祭り開催に向けて区長さんをはじ

め地域のみなさんが集まり、実行委員会

を立ち上げました。それぞれイベントご

とに話し合い、企画・運営を行います。

丸々1日を屋我地島で楽しく過ごしても

らおうというコンセプトでポスターも完

成。祭りを盛り上げる為に、気持ちをひ

とつにして会議を進めています。

編集・発行

題字：遠矢朋子（屋我地ひるぎ学園PTA会長）

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

屋我地地区の人口及び世帯数（H29.８.3１現在）

▼打上花火の様子

名護市屋我地診療所 TEL 0980-52-8887

編集後記

豊年祭（饒平名区）、北支部陸上競技大会、やがじ祭り、夢の架け橋事業と屋我地地域では様々なイベントが目白押しとなっています。新人メンバー4人（私を含め）は、

屋我地ポロシャツが板に付きはじめてきました。さて、朝夕の涼しさを感じつつ、屋我地橋から見える景色に足をとめるセンチメンタルジャーニーなのです。（重）

10月より、高齢者インフルエンザ予防接種が

始まります。

●接種対象者

・名護市に住所を有する方

・65歳以上の方（接種時）

●接種料金

・自己負担額1,000円

（※2回目からは全額自己負担になります）

●接種時期

・10月～１２月頃

事前に予約し、個別で接種してください。

屋我地診療所から臨時休診のお知らせです。

●10月 7日(土)終日

10月20日(金)午後～１０月２１日(土)終日

第６回実行委員会の様子→

やがじプレ散策おこないます♪

日時 ：10月22日(日) 
12時受付

12:30～15:00

集合 ：屋我地支所

定員 ：20名

※小学生以下は保護者同伴

【お問い合わせ・申込】

やがじ祭り実行委員会

0980-52-8101

まるっといちにちの

最後は打上花火！！

今年も屋我地の

夜空にきれいな

花火が上がります。

やがじの美味しい盛りだくさん♪

屋我地の事業者さんや地域の方が

美味しいご飯やスイーツ、農産物

を出店します。青少協Ｈａｐｐｙ

アコウ'sのメンバーもハンドメイ

ド商品を販売します！！

11：00～飲食＆物販はスタート

します。

舞台イベントではカラオケや踊り、空手、LIVE(平義隆)など盛りだく

さんの内容を企画中。舞台の大トリは屋我地青年団のエイサーです。

昼の部カラオケ11：30スタート

毎年盛り上がるアームレスリング。今年も世界大会に出場した仲松克

夫さんが会場を盛り上げてくれます！！ 15：30スタート

当日ランタン作りワークショップ開催

12：00スタート

地域の皆様に協力して作ってもら

うランタンで今年も幻想的な屋我

地支所に！！

小さい子供から、おじぃおばぁ

まで参加できるゆる～いスポー

ツ『ゆるスポ』島ぞうり飛ばし

を行います♪家族で参加してみ

ませんか？ 12：00スタート

今年も大人気、魚つかみどりともずく詰め放題を行います！

〈魚つかみどり〉 14：00スタート

参加対象：小学生以下

参加料金：500円

受付時間：13：00～

整理券を配布します。

※魚やもずくを持ち帰る保冷容器等は各自でご準備くださいね♪

第44回全日本中学陸上競技選手

権大会出場激励会に多くの方々

のご参加、ご協力をいただき誠

にありがとうございました。皆

様からお預かりしたご厚志は大

会出場選手の奨励費と屋我地ひ

るぎ学園への寄付とさせていた

だきました。今後とも屋我地で

育つ子ども達へのご支援をよろ

しくお願い致します。

全国大会出場激励会 有志の会

仲松潤一郎(9年) 棒高跳び:記録なし

花田佳乃(8年) 800m:2分22秒79

▲激励会の様子

○大会結果
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平成２９年１０月１日より

『屋我地地域まちづくり宣言(仮)』を開始
～5年後を見越しての活動～

屋我地地域まちづくり宣言は、人口減少の課題解消に向けた観光産業の可能性、農

漁業との連携などなどいろいろな事業を進めるにあたり、地域の皆さんと地域づくり

を取組む際に、共通理解するものとなります。「いまさら」とか、「当たり前のもの

ばかり・・・」となる項目もありますが、地域の皆さんの意見を取り入れ、見直しな

がら、『住んで良し、訪れて良し 屋我地島』の実現に進んでいきたいと考えており

ます。まちづくりの小さな一歩かもしれませんが、歩む道には最初の一歩目が大切で

す。皆さんのご意見、まちづくりへの参加をお待ちしておりますので、今後ともよろ

しくお願いします。

※年に一度、屋我地地域全体で「屋我地地域まちづくり宣言（仮）」を見直す予定です。

やがじ夢の懸け橋事業について

屋我地地域は、産業の伸び悩み等から人口減少が続いています。一方で、美ら海水族館のある本部半島

から古宇利島や国頭の３村へ行くため、屋我地地域を経由する多くの観光客が訪れています。これまで保

全してきた歴史文化、自然環境を活用した観光産業を軸とした地域の振興をめざす事業です。

これからの地域づくりを実施するにあたり、住民、移住希望者、観光客で屋我地のまちづくりを知って

もらい、地域資源を活用するうえでの誓いの言葉とします。

平成27年度
• 民泊を考えるワークショップ

ツアー

• メディア関係者が体験！

• 空き家などの有効活用

平成28年度
• 民泊と観光事業者が集まったワークショップ

• 県内家族がツアー体験

• ５地区をよくする話し合い

平成29年度

ワークショップの実施

•地域住民、観光客に守ってほしい地域の

ルールを定めます。

ニュー民泊の実証実験

• 民泊の受け入れ体制と共通プログラムを確

立し、最終実験を行い検証します。

振興計画策定＋ひるぎ学園の検討

• 観光を軸に地域づくりするプランを策定し

ます。

• ひるぎ学園の遊休資産を活用するプランを

めざします。

まちづくりワークショップのご報告

８月31日に屋我地支所で、5地区の区民の方や民泊関係者、
事業者など、現在抱えてる課題などを共有し、「住んで良し、
訪れて良し 屋我地島」の実現に向けての意見交換を行いまし
た。また、今後は、地域の皆さまで話しあった「屋我地地域ま
ちづくり宣言（仮）」を広く周知し、守っていくのかについて
アイデアを出し合いました。

住んで良しルール

住民の約束ごと 住民向け

住みよい地域にします。

ゴミをなくして、

環境保全に取り組みます。

島にもともとあった自然

や景観を大事にします。

地域のしきたりを尊重する。

屋我地にこれから住む人に知ってほ

しいこと

文化や自然環境と共生する。

相談できる人をみつける。

ほどほどの不便利さを覚

悟する。

島の時間を大切にする。

利用者は環境保護に配慮

して行動しましょう。

観光客などへ

すべての在来種が減少しない

ようにこころがけましょう。

生き物を捨てたりしないように

しましょう。

カヤックの利用は決められた

場所で！

ゴミは持ち帰りましょう。

公共施設の節度ある利用を

こころがけましょう。

集落を歩くとき・写真を撮

るときは気配りしましょう。

島の時間を大切にして、交

通マナーを守りましょう。

当日は、約40名の人が集まりました！！

次回もたくさん集まって、みんなで地域の未来を考えたいですね。

訪れて良しルール


