
　　　　　　　　

　

日 曜日 予　　　定

1 土

2 日

3 月
14:00 ミニデイ（我部）
19:00 第4回評議員会（饒平名）

4 火 12:30 書記会

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

6 木 14:00 筋トレ教室（支所）

7 金 14:00 いきいき100歳体操（運天原）

8 土 13:00 臨時総会（饒平名）

9 日
12:30 北体協野球大会 屋我対済井出
９:30　 ひるぎ学園運動会

10 月 14:00 ミニデイ（我部）

11 火
14:00 区長会（支所）
15:00 ミニデイ（饒平名）

12 水
14:00 ミニデイ（饒平名・運天原・屋我）
13:20 がじまる号（屋我地ひるぎ学園）

13 木
14:00 ミニデイ（済井出）
14:00 筋トレ教室（支所）

14 金 14:00 いきいき100歳体操（運天原）

15 土

16 日
8:00 海浜清掃【缶拾い】（済井出）
第３２回屋我地サイクルロードレース大会

17 月 海の日

18 火 14:00 ミニデイ（我部）

19 水
14:00 ミニデイ（饒平名）
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

22 土

23 日 三・四世代交流会「屋我地すぐりむんワークショップ」

24 月
9:00 住民健診（饒平名）
14:00 ミニデイ（我部）

25 火

9:00 住民健診（我部）
13:00 住民健診（屋我）
14:00 区長会（支所）
15:00 ミニデイ（饒平名）
14:00 がじまる号（聖ルカ保育園）

26 水 14:00 ミニデイ（屋我・運天原）

27 木 14:00 筋トレ教室（支所）

28 金 14:00 ミニデイ（済井出）

29 土

30 日

31 月 9:00 住民健診（運天原）
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屋我地地区の人口及び世帯数（H29.5.31現在）

行政区 計 男 女 世帯

饒平名 279 143 136 139

我部 184 104 80 82

運天原 257 130 127 129

済井出 463 237 226 228

屋我 171 90 81 86

愛楽園 164 83 81 143

屋我地合計 1518 787 731 807

　屋我地支所内にある屋我地簡易郵便局より営

業時間の変更のお知らせがあります。

 
　

　今年も｢地域との共存｣をテーマに夏まつりが

開催されます。

日時　８月５日(土)　１８：００～

場所　沖縄愛楽園多目的広場

　屋我地診療所から臨時休診のお知らせです。

　畦払いの行事「虫流し」が済井出の浜で行われ

ました。饒平名区、運天原区、済井出区、屋我区

の４区合同で実施された「虫流し」は屋我の仲宗

根忠夫さんと宮里区長の手作り。芭蕉の葉や茎で

作られた舟に虫を乗せて流し、豊作祈願をしまし

た。宮里区長は「島の豊作を願いながら丹精込め

平成２９年度第４０回名護市平和祈願祭が慰霊之塔

にて斎行されました。当日は、約５０人の遺族や関

係者が参列しました。参列者全員で黙祷を捧げた後、

献花や式辞、平和宣言や平和の誓いがあり、平和宣

言をした遺族代表の大城 豊茂さん（饒平名区）は、

「人類共通の目標である平和を達成するため、努力

を傾ける決意を宣言する」と述べました。 また、

　2017年4月24日よりポスト回収の時間を変

更しました。

●7月１４日(金)午後～７月15日(土)終日
 

●８月１８日(金)午後～８月1９日(土)終日
 

●９月１５日(金)午後～９月1６日(土)終日
 

●10月7日(土)終日
 

●10月20日(金)午後～10月21日(土)終日
 

●11月17日(金)午後～11月18日(土)終日
 

●12月1日(金)午後～12月2日(土)終日

名護市屋我地診療所    TEL 0980-52-8887

屋我地簡易郵便局　TEL 0980-5２-8100

　国立療養所沖縄愛楽園自治会　TEL 0980-5２-8115

▲各区もちよりのご馳走

て作りました」と

話しました。また、

各区から持ち寄っ

た重箱を参加者全

員で頂きました。

　青少年育成協議会屋我地支部主催の「やがじ干潟

散策」が饒平名の干潟で実施されました。約５０名

の親子や学童が参加し、スコップやバケツ片手に干

潟の生き物やマングローブの生態系について学びま

した。親子で参加した横山慶司郎さん（３年生:済井

出区）は「干潟に生き物が沢山居て楽しい」と笑顔。

母親の佳代子さんは「新しい発見がありました」と
石塚大久海さん(ひるぎ学園９年生)

は、「二度とあの悲劇を繰り返すこ

となく次の命と社会をつなぎ続ける

ために、僕たちひとりひとりが努め

ていきたいと思います」と力強く語

りました。
編集後記

　梅雨明け宣言が発表されました。屋我地支所は日々暑さのなか職員一同ダイエットを目的に頑張っています。その中でも屋我地支所のアイドル、Ｋ

穂さんは結婚式のために大好きな食べ物も我慢して当日にのぞみ素敵なドレス姿を披露しました。そして、食べます宣言が発表されました。（重）
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　青少年育成協議会主催の「屋我地すぐりむん」が今年も実施されます。屋我地で培われた技や味を知ってもらうための場を設け、三・四世代が楽しく交

流できる機会を提供します。今回も新たな「ものづくりの達人たち」が皆さまにその技術を継承し"、つなげていく" ことを目的としています。ワークショップ

講師：玉城恵子さん

　　　（我部区）

　おりがみや要らなくなったカレン

ダーを使った鶴は見て良し、作って

楽し、飾って良しの三拍子。楽しく

鶴や箱を折ってみませんか？

　自分へのお守り、家族

や、日頃お世話になって

いる人へプレゼントに最

適です。もちろん屋我地

マースを使います。

講師：遠矢朋子さん

　　（運天原区）

講師

比嘉良行さん  

（済井出区）

　

　ペットボトルを使ってランタン作り。

好きな絵や模様を自分でデザインします。

完成後は幻想的な雰囲気が味わえます！

　昔は海水を汲んできて各家

庭で豆腐を作っていた屋我地

島。今年もてづくり豆腐をす

ぐりむんで体験できます。大

豆を絞った時にできるおから

はヘルシーで栄養たっぷり！

今年は花城区長のオススメお

からレシピを伝授します。あ

ちこーこーのできたて豆腐と

共に島野菜も入ったおいしい

一品にご期待下さい♪

　白いご飯にかかせ

ない油みそ。昔は行

事があると公民館で

大量のおむすびを作

り、その時に油みそ

も地域の人たちで手

作りしていたと講師

の花城潤子さんは

語っていました。今

ではシーチキンを入

れて簡単に作れます

が、今年のすぐりむ

んでは三枚肉を使用

した昔ながらの油み

その作り方を体験で

きます。

　日本凧の会会員の比嘉さんは、小

さな凧や、大きな凧を作り出す「す

ぐりむん」です。手作り凧を大空へ

飛ばしてみませんか？

講師：宗像幸二さん

　　　福田由美さん

　　　（済井出区）

　屋我地島の先輩に聞くと「昔は自分たちでおもちゃ

を作って遊んでいた。そのひとつに竹水鉄砲や空気鉄

砲があった」と懐かしくお話ししてくれました。金城

区長（済井出）と大城区長（饒平名）が竹で作る水鉄

砲を伝授！この夏自分で作った水鉄砲で遊びません

講師：鉢嶺清和さん

　　　（運天原区）

講師：仲宗根忠夫さん(左):宮里敏雄さん(右)

　虫舟は歴代区長さんに受け継が

れています。そんな虫舟づくりは

屋我前区長の仲宗根忠夫さんから

宮里区長(屋我)へ受け継がれ、今年

のすぐりむんはお二方で講師をし

ていただきます。芭蕉の葉の茎を

組み合わせて作る地域行事の伝統

講師：花城潤子さん

　　　（運天原区）

　誰もが一度は作ったことのある紙

飛行機。鉢嶺さんの作る紙飛行機は、

ちょっとの工夫で長く飛ばせます。

鉢嶺さんいわく「大人がはまりま

す」とのこと。ぜひ、お試しあれ！

講師：大城將計さん（饒平名区）　　金城薫さん（済井出区）

講師：崎山哲也さん

　マーニ（くろつぐ）で作る

草玩具は身近な草でトンボや

バッタを作ります。

三・四世代交流会

　「屋我地すぐりむんワークショップ」

○日時：平成２９年７月２３日（日）

　　　　午前９時　開会式

○場所：屋我地支所ホール

○参加費：無料

《お願い》
①申込書は７月１２日（水）までに各区の公民館又は屋我地支

所に提出してください。

②駐車場は台数に限りがありますので、乗りあわせでお越しく

ださい。支所近隣農道等に迷惑がかからないように指定駐車場

をご利用ください。

講師：花城清敏さん（運天原区）

　　　川上禎さん（我部区）


