
　　　　　　　　

　

30 水 14:00 いきいき100歳体操（運天原）

31 木
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28 月 14:00 ミニデイ（我部）

29 火 9:00 いきいき体操（支所）

26 土

27 日

24 木 14:00 筋トレ教室（支所）

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

21 月 14:00 ミニデイ（我部）

22 火

9:00 いきいき体操（支所）
14:00 区長会（支所）
10:20 がじまる号巡回（聖ルカ保育園）
15:00 ミニデイ（饒平名）

23 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）

18 金 14:00 いきいき100歳体操（運天原）

19 土

20 日

15 火
9:00 いきいき体操（支所）
14:00 書記会

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

17 木
10:00 新米収穫祈願（屋我）
14:00 筋トレ教室（支所）

12 土

13 日
8:00 区内草刈清掃（我部・屋我）
9:00 三四世代交流会[グランドゴルフ](運天原)
9:30 北体協バスケットボール大会[男子](羽地中)

14 月 14:00 ミニデイ（我部）

9 水 14:00 ミニデイ（運天原・屋我）

10 木
14:00 ミニデイ（済井出）
14:00 筋トレ教室（支所）
14:00 がじまる号巡回（支所）

11 金 山の日

6 日 8:00 区内清掃（運天原）

7 月 14:00 ミニデイ（我部）

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

3 木 14:00 筋トレ教室（支所）

4 金 14:00 いきいき100歳体操（運天原）

5 土

日 曜日 予　　　定

1 火 9:00 いきいき体操（支所）

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

また、屋我地青年会では一緒に

屋我地地域を盛り上げてくれる

メンバーを募集しています。毎

週火曜日20時から我部公民館で

エイサー練習を行なっています

ので、気軽にお越しください。

編集・発行

題字：松田猛（松田屋我地龍鳳館 館長）

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（H29.6.30現在）

優勝し、8月に長崎県で行われる大会への出場が決まりました。ひるぎ学園の運動会で派遣のご

協力を募ったところ、多くの寄付金と温かい声援をいただきました。皆様の応援に応えられるよ

うに、選手一丸となり九州大会に向けてがんばってきます！

▼障害物競争

「今日の主役は神ってる君だ!!最高の笑顔で輝けTo INFINITY＆BEYOND」をテーマに第２回ひるぎ学園の

運動会が開催されました。保護者、地域関係者が見守る中、校歌ダンスやエイサー、リレー等で会場を沸か

せ、ひるぎ学園名物のワープリレーでは、順位が激しく入れ替わる度に、笑いと感動に包まれました。また、

運動会終了後、9年生が運動会の感想を述べると、後輩からは「寂しい」との声とともに涙を流す場面もあ

り、全児童生徒、保護者、地域が一丸となって取り組むことができた最高の運動会でした。

屋我地支所にて地域懇談会（主催：屋我地ひるぎ

学園校区学力向上推進委員会）が行われました。地

域懇談会は、保護者や地域、学校職員が話し合い、

子ども達の健全育成を目的としています。参加者は、

各区に分かれて「子どもたちに関わる地域の課題」

をテーマについて協議し、課題や今後について様々

な意見が交わされました。

名護市屋我地診療所 TEL 0980-52-8887

聖ルカ保育園夕涼み会が済井出農村公園で行われ

ました。各クラスの出し物や、済井出大正琴サーク

ルの演奏、屋我地龍鳳館の空手演武、屋我地青年会

の力強いエイサーが披露されました。会場は多くの

保護者や地域の方も参加し、夏の夕暮れを楽しみま

した。

編集後記

ひるぎ学園の運動会に参加してきました。親子対決リレーで、親と子のプライドをかけての真剣勝負にシャッターを押しながら胸が熱くなりました。子ど

もに負けぬと必死にくらい付く父親に声援を送りながら、「いずれは越していくんだー」と子どもを応援するという複雑な気持ちになりました。(重)

記事提供 内山典之（ひるぎ学園ミニバスケットボールクラブ保護者会長）

▼ひるぎチョンダ

ラー

▼ワープリレーでは上級生との勝負 ▼今年で最後の９年生 涙を流す場面もありました

ミニバスケットボールクラブは

6月に行われた国頭地区大会で準

←各区で集まり、意見

交換や発表の様子

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。

2017年8月1日(火)から営業時間が変更になります。

屋我地簡易郵便局 TEL 0980-5２-8100

屋我地診療所から臨時休診のお知らせです。

●８月１８日(金)午後～８月1９日(土)終日

●９月 ５日(火)終日～９月 ６日(水)終日

９月１５日(金)午後～９月1６日(土)終日

９月２２日(金)終日

屋我地青年会 旧盆エイサーのお知らせ

毎年たくさんのご声援をいただいている屋我地青

年会の旧盆エイサーですが、今年も旧盆にあわせて

演舞します。日時と場所については、各区公民館の

掲示板などで告知いたします。メンバー一同、今年

も頑張りますのでご声援よろしくお願い致します。
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夏真っ盛りとなりました。子どもたちは夏休みに入り、屋我地でも多くの催しものが行われております。

そこで、各種団体の取組みや行事等をお届けします。

９月の旧盆には、屋我地青年会による道ジュネーも予定されています。

←７月16日(日)名護

市消防団操法大会に向

けて放水訓練の様子。

屋我地消防団は、いついかなる時にでも出

動できるように日頃から訓練を行っています。

また、若い団員の募集を行っていますので、

青少協屋我地支部主催の「屋我地すぐりむんワークショップ」が屋我地支所で行われました。約２００人が参加し、

笑顔あふれる交流となりました。協力していただきました講師の皆さま、保護者、関係者の皆さまありがとうございま

した。

▼７月20日（木）に結成式が行われました。

プレゼン参加者

金城薫区長 花城清敏区長 川上禎区長

宮里敏雄区長 大城將計区長

遠矢朋子さん 當眞ゆかりさん

大嶺真人さん

①おりがみ

大人気のおりがみ。席の確保がやっとでした。

Happyアコウ´s

花城友芽(6年)

遠矢瑠美(6年)

末吉栞奈(6年)

與那覇結(6年)

富山笑好(5年)

金城悠花(5年)

松田桃花(5年)
花田乃里佳(5年)

新城梨杏(5年)

亀川心美(5年)

④虫舟づくり

歴代の区長に伝わる伝統の技。

屋我地まつり開催に向

けて、地域提案型助成金

申請のために、５区の区

長と実行委員のメンバー

が名護市へプレゼンを行

いました。屋我地まつり

に向けて着々と準備を進

めています。

やがじ祭り2017
予定日１０月２９日(日)

去る７月16日（日）に屋我地支所前

を発着点に第28回屋我地サイクルロー

ドレースが開催されました。チャンピオ

ンレースや小学生のレースなど、白熱し

たレースが展開されました。大会を盛り

上げるために交通安全協会屋我地支部や

各区の皆様が交通立哨員としてサポート

しました。また、交通規制の御理解と御

協力ありがとうございました。
↓
屋
我
地
島
で
熱
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
し
た

Happyアコウ´sは青少

協屋我地支部に所属してい

る１０名（女子）のメンバーで構生されてい

ます。名前の由来は、樹齢約100年になる名

護市指定天然記念物の屋我地小学校のアコウ

の木から名前を頂き、楽しく様々なことを吸

収していきたいとメンバーが考え、名前を付

けました。今後は、定期的に集まり、自分達

がやってみたいこと、知りたいことを話し合

い、屋我地について考え様々なことにチャレ

ンジしていきます。皆さまのご指導ご声援よ

ろしくお願いします。 ②マースのお守り

中学生が教えてくれました♪

③凧づくり

空高く飛ばすことができました!!

⑤竹水鉄砲

竹で作った水鉄砲に、子ども達は夢中で水を

掛け合いました。

⑥紙飛行機

様々な紙飛行機の作り方を教えて頂きました。
⑦ランタンづくり

オリジナルのランタンは女の子に大人気。
⑧草玩具

マーニでバッタを作りました。
⑨豆腐づくり

大豆を搾るの大変。でも、味は最高！
⑩油みそづくり

おいしく作るポイントを伝授。

車の往来が多くなった。事

故が起こらないようにと願

いながら、街頭指導してい

ます」と話しました。身近

なところから交通ルールや

マナーを見直し、交通事故

防止に努めましょう！

「その一杯は ザンゲの道へ 続いてる」をスローガ

ンに、７月１１日（火）から２０日（木）までの１

０日間、夏の全国交通安全運動が実施されました。

各区輪番制で実施され、街頭指導を行った當眞正義

さん（済井出区）は、「最近はレンタカーも増え、
興味のある方は、

屋我地支所まで

お問合せくださ

い。


