
　　　　　　　　

▲屋我区に設置された看板
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29 金
14:00 いきいき100歳体操（運天原）
14:00 ウトゥイムチ祈願（屋我）
15:00 柴さし（済井出アサギ）

30 土
豊年祭（饒平名）
15:00 旗すがし（屋我）

27 水
14:00 わらびみち（済井出アサギ）
14:00 名護市敬老会（名護市民会館）

28 木 14:00 筋トレ教室（支所）

25 月 14:00 ミニデイ（我部）

26 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）
豊年祭リハーサル予定（饒平名）

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

23 土 秋分の日

24 日

19 火
9:00 いきいき体操（支所）
14:00 ミニデイ（我部）

20 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）

21 木 14:00 筋トレ教室（支所）

16 土 9:00 親子で積み木講座（支所）

17 日 8:00 集落清掃（饒平名）

18 月 敬老の日

13 水 14:00 ミニデイ（運天原・屋我）

14 木

10:20 がじまる号巡回（聖ルカ保育園）
13:20 がじまる号巡回（ひるぎ学園）
14:00 筋トレ教室（支所）
14:00 愛楽園敬老会（愛楽園）

15 金 14:00 いきいき100歳体操（運天原）

10 日

11 月 14:00 ミニデイ（我部）

12 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）

7 木 14:00 筋トレ教室（支所）

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

9 土

4 月

5 火
ウークイ
※いきいき体操はお休みです

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

1 金 14:00 いきいき100歳体操（運天原）

2 土

3 日 ウンケー ハブは直射日光に弱く、草木などの

影や石垣の隙間にいることが多いた

め、夜道を歩く時は懐中電灯を持ち

歩きましょう。

編集・発行

題字：座間味眞（屋我地いちむし係）

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（H29.7.31現在）

▼打上花火の様子

愛楽園夏まつりが開催されました。台風のため順延

となりましたが、多くの来場者で盛り上がりました。

ステージでは、創作エイサー、民謡、福引等が行われ、

打上げ花火では夜空を彩り、来場者の心を一つにしま

した。出口由香さん(済井出区)は「わきあいあいとした

雰囲気のお祭りで、来年も来たい。」と笑顔で話しま

した。

夢の架け橋事業の「地域ワークショップ」開催に

向けた事前の話し合いが各区の公民館で行われまし

た。平成27年度から地域ルールの必要性や各区の

まちづくりの検討などが行われてきました。今年度

は、地域資源を活用した取組みや民泊を活用した地

場産業の振興等について意見交換をしつつ、地域が

主体となった観光受入のためのルールづくりについ

て議論していきます。

名護市屋我地診療所 TEL 0980-52-8887

全国中学校体育大会第４４回全日本中学校陸上競

技選手権大会に出場するにあたり、仲松潤一郎さん

（９年生）、花田佳乃さん（８年生）の激励会が支

所で行われました。当日は多くの保護者、学校、地

域関係者が参加し、二人を激励しました。仲松潤一

郎さんは「地域の方にこれだけ応援されていること

2017やがじ祭りに向けて(主催:やがじ祭り実行委

員会)第４回の話し合いが行われました。今年も魚の

つかみ取りやランタン、アームレスリングに打上花

火、散策や舞台等のお楽しみ企画が満載。屋我地を

まるっと楽しめるお祭りになることでしょう。

編集後記

今月の特集に定期健診・保健指導を載せています。早めの受診と生活習慣の見直しが必要だと感じました。さて、屋我地支所はというと、夏の代表であるマンゴーや

パインの差し入れに大喜びでいただいております。K穂さんの机に特集記事をチラつかせつつ、まだまだ、K穂さんの食欲の夏は終わらない・・・(重)

▼カチャーシーを踊る来場者

三･四世代交流グラウンドゴルフ大会が運天原区で

行われました。天候にも恵まれ、約８０名の地域住

民が参加しました。

意見交換やルールづくりについて話し合

う様子（右：屋我区 左：運天原区）

屋我地診療所から臨時休診のお知らせです。

●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

●10月 7日(土)終日

10月20日(金)午後～１０月２１日(土)終日

屋我地支所にハブ（約１メートル）が迷い込んできま

した。支援員の二郎さんは、ホウキ棒に紐をくくりつ

け、ハブを手早く捕獲しました。

に感謝し、入賞目指し

たい。」花田佳乃さん

は「応援してくれた人

のためにも頑張りた

い。」と力強く話しま

した。

優勝した花城安子さんは

「初めて１位になることが

できた。普段からゲート

ボールをしているので、慣

れているよ。」と笑顔で語

りました。

青少年育成協議会屋我地支部「Happyアコウ´s」の

屋我地散策が行われました。座間味眞さんを講師に
招き、屋我区と運天原区を散策

しました。今後も屋我地につい

て楽しく学んでいきます。

ガッツポーズの仲松さんと花田さん→

屋我グシク周

辺を散策して

いる様子→

金城区長（済井出

区）は「区民の要望も

あり、実現することが

できた。設置してから

区民からの良い反応も

あり嬉しい」と笑顔で

話してくれました。み

んなで安全運転を心が

けましょう！

やがじ祭り2017

～すりてぃ遊ばな屋我地島～ 日時：10月29日（日）

名護地区交通安全協会屋我地支部では、島内２０か

所に交通安全を呼びかける看板を設置しました。

ハブを捕獲し、笑顔の宮城二郎さん→
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健診を受診していただくと豪華特典がついてきます！

前年度より健診受診率が向上した地区へテントを贈呈し

ています。

①自らの生活習慣病リスクがわかる。 心疾患・脳血管疾患・透析などの重症化を予防できる。

②放置するとどうなるのか、どの生活習慣を改善すると、リスクを減らせるのかがわかる。 健康で長生きでき、いつまでも自分らしく生活することができる。

③生活習慣の改善の方法が分かり、自分で選択できる。

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

屋我

運天原

饒平名

我部

名護市

済井出

H27 屋我地地区 メタボリックシンドローム該当者・予備群

予備群

該当者

こんにちは。屋我地地区の健康相談を行っていま

す保健師の當間です。最近では、赤ちゃんの出生も

少しずつ増え始めており、新たな屋我地の雰囲気を

感じています。妊婦さんから高齢者まで健康で元気

な屋我地島を目指して、サポートできるようより一

層励んでいきたいと思いますので今後ともよろしく

お願いします!!

※健診結果の見方が分から

ない。ダイエットしているけど

中々痩せないなど色々な

健康相談を個別で対応させ

ていだいています。

日時：毎月第２火曜日

９：３０～１１：３０

場所：屋我地支所(１階会議室)

屋我地地区住民の身近な場所で保健師の健康相談を実地しています。妊婦、赤ちゃんから成人、

高齢者までの健康相談です。気軽にお越しください。

日時：毎月第2火曜日

９：３０～１１：３０

場所：屋我地支所 (１階会議室)

血圧測

定

お問合せ先：名護市役所 健康増進課 ５３－１２１２(内線３８６)

屋我地地区担当保健師 當間

過去のテント

受賞地区

★我部区

★運天原区

今年もぜひ、テントのゲットを目指しましょう！さら

に、すでにテントをもらった区は健診受診率が向上しグ

ループ１位(人口規模比較別)となった場合、２万円以内

の健康グッズを贈呈しています。

どの地区も若い人の健診受診率が低い状況にあります。

済井出区、メタボ率が名護市内でもワースト１位です・・・

～地区の特徴～

【済井出】高血圧・高血

糖・脂質異常症が市平均よ

りもすべて高く、メタボの

方も２人に１人います。

【我部】高血糖だけが平均よ

りも高い。腎機能で異常値

が出る人が多いです。

【饒平名】高血圧・高血

糖・脂質異常症が市平均よ

りもすべて高く、腎機能異

常値の人も多いです。

【運天原】喫煙率・アル

コール飲酒率が突出して高

いです。

【屋我】高血糖だけが平均

よりも高い。毎年、受診率

も高く、メタボも少ないス

リムな地区です。

屋我地地区担当 保健師：當間

健診受診者 健診未受診者

４８．４％

生活習慣病
治療なし

２０．７％

生活習慣病
治 療 中

３０．８％

特定保健指導を受けて、
高血圧・高血糖・脂質異
常症の重症化予防に努
めましょう

健診も治療も受けていない人が

20.7％います。

1年に1度は必ず健診を受けましょ

う！

次回９月１２日(火)

１０月１０日・１１月１４日

１２月１２日・ １月 ９日

２月１３日・ ３月１３日
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