
　　　　　　　　

　

30 火 9:00 いきいき体操（支所）

31 水 14:00 いきいき100歳体操（運天原）
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28 日 第56回名護さくら祭り

29 月

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

27 土
20:00 大正琴（済井出）
第56回名護さくら祭り

24 水
13:00 うにむち御願[旧12月8日]（屋我）
14:00 ミニデイ（運天原・屋我）

25 木 14:00 筋トレ教室（支所）

21 日 第59回NAGOハーフマラソン

22 月 14:00 ミニデイ（我部）

23 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）
13:20 がじまる号巡回（ひるぎ学園）
15:00 ミニデイ（饒平名）

18 木 14:00 筋トレ教室（支所）

19 金 14:00 いきいき100歳体操（運天原）

20 土 20:00 大正琴（済井出）

15 月
14:00 区長会（支所）
14:00 ミニデイ（我部）

16 火 9:00 いきいき体操（支所）

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

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

13 土

14 日

9 火

屋我地ひるぎ学園3学期始業式
9:00 いきいき体操（支所）
14:00 ミニデイ（我部）
15:00 ミニデイ（饒平名）

10 水
11:00 ミニデイ（運天原）
14:00 ミニデイ（屋我）

11 木 14:00 筋トレ教室（支所）

6 土 20:00 大正琴（済井出）

7 日

8 月 成人の日

3 水

4 木
官公庁御用始め
※筋トレ教室はお休みです

5 金
13:00 火まち御願（屋我）
14:00 区長会（支所）
14:00 いきいき100歳体操（運天原）

日 曜日 予　　　定

1 月 元日

2 火

●12月29日(金) 通常営業16：00まで

●12月30日(土) 休み

●12月31日(日) 休み

●１月１日(月) 休み

●１月２日(火) 休み

●１月３日(水) 休み

●１月４日(木) 通常営業９：００から

編集後記

来年新しい家族が増える為、１２月１６日から産休に入ることになりました。内地から引っ越し屋我地に住んでいながら知らないことがたくさんある私でしたが、支所で働くことが

でき、たくさんの方と出会え、屋我地のことを色々知ることができました。支所職員のみなさんをはじめ区長さん書記さん地域関係者のみなさんにはとてもよくして頂き楽しく働くこ

とができました。元気な赤ちゃんを産んで、また復帰できたらと思います。ありがとうございました。 (山田)

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

「親子で作る苔テラリウム」ワークショップが１２月１６日

（土）屋我地支所ホールで開催されました。（主催：名護市青少

年育成協議会屋我地支部・名護中央公民館）当日は多くの親子が

参加し、イメージを膨らませながら製作を楽しみました。富山笑

好さん（ひるぎ学園５年生）は「とっても楽しかった。苔がこん

なに可愛くなるとは思わなかった。お家で飾って楽しみたい。」

と笑顔で話しました。當眞支部長は「苔ワークショップを通して、

親子で楽しく会話をしながら楽しみましょう」と挨拶をしました。

下記のとおり、申告受付を開始いたしますのでご案内いたします。期間中におきまして本庁では、随

時受付しておりますので、巡回先での申告に間に合わない方につきましても本庁での申告を宜しくお

願いいたします。なお、３月期間中は大変込み合いますので、１月または２月での申告を推奨してお

ります。申告の受付再開は、平成３０年６月１日からとなりますのでご留意ください。

受付期間：平成３０年１月１５日（月）～平成３０年３月１５日（木）

受付時間：午前９時～１１時３０分 午後１時～４時

受付場所：名護市役所（１階）税務課市民税係④番窓口

巡回日程：平成３０年２月７日（水）

受付時間：午前９時３０分～１１時３０分 午後１時～３時

場 所：屋我地支所ホール.

名護市役所 地域政策部屋我地地区の人口及び世帯数（H29.９.3０現在）

▼打上花火の様子

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。

●12月29日(金)午後～

平成30年1月3日(水)終日

題字：上間 義秀巡査部長（屋我地駐在所）

屋我地地区の人口及び世帯数（H29.11.30現在）

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)

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

今月は【１月９日(火)】

●1月19日(金)午後～1月20日(土)終日

新年明けましておめでとうございます。２０１８年も屋我地島が盛り

上がるよう地域の人達と共に頑張っていきたいと思います。

２０１８年もよろしくお願いします。

12月28日(木)まで 通常業務

12月29日(金)～1月3日(水) 休み

１月４日(木)から 通常業務

今年で１９回目となる「やがじ展」の作品を募集します。

★募集期間：平成３０年１月５日(金)～平成３０年２月２日(金)

★応募資格：屋我地に現住所・職場のある人、又は本籍のある人

★応募作品：書道、写真、絵画（版画・切り絵等）・手芸、工芸（工作・折り紙等）・やがじ祭

り写真展、その他（但し、原則として各部門一人１点、一人全３点までとする）

★展示期間：平成３０年２月１４日（水）～２月１８日（日）

★展示場所：屋我地支所

★応募先：名護市青少年育成協議会 屋我地支部

★問合せ先：52-8101（担当 大城）

対象区

饒平名区、我部区、運天原区、済井出区、

屋我区

▲苔テラリウムに興味津々の子どもたち
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やがじ祭り実行委員会

まるっといちにち、やがじ島。笑顔いっぱいの１日になりました。

台風で延期になった『やがじ祭り2017』

が１２月３日(日)に開催されました。天気は

あいにくの雨模様でしたが、最後の打上花

火まで無事行うことができました。

屋我地島Ｈａｐｐｙマルシェ

たくさんのご来場ありがとうございました。

プロジェクションマッピング

サンタクロースからの贈り物！？

屋我地支所に色々な映像が映し出

され、動きのある映

像は子ども達を魅了

していました。初の

試み大成功でした。

屋我地を灯そう♪ランタンライトアップ

今年もたくさんのランタンを地域のみなさん、当日のワーク

ショップ参加者のみなさんに作って頂きました。まつり会場を

たくさんのランタンで灯す予定でしたが、雨が降り今年はテン

ト下での点灯式となりました。

点灯セレモニーは聖ルカ保育園の

園児達が涙そうそうの音楽に合わ

せて踊りを披露してくれました。

点灯式には名護市長も参加し、

いっせいに設置したランタンに火

が灯りました。

↑点灯式に参加する名護市長・ＰＴＡ会長遠矢朋子さん・ひるぎ学園

生徒会長の石塚大久海さん・ひるぎ学園具志堅校長・青少年育成協議

会屋我地支部長の當眞ゆかりさん・やがじ祭り実行委員長の花城区長

魚つかみどり

屋我地散策
もずく詰め放題

たくさんのもずくを袋いっぱ

い詰めていました！！あっと

いう間に100㎏ほどのもず

くは無くなり今年も大好評で

した。

ゆるスポ ～島ぞうり飛ばし大会～

青少協のＨａｐｐｙアコウ'sも自分達で手作りのアクセサリー

を出店しました。水槽を使ったゲームも大人気でした！！

アームレスリング大会

屋我地島の昔話をサンシンの音色と共に・・・

屋我地島といえばアームレスリ

ング！と毎年恒例になっている

大会も大盛況でした。レフリー

には仲松克夫さん。

男子優勝者 吉里 絹一

女子優勝者 伊礼門 千紫

舞台イベント

↑幕開けでかぎやで風を踊る

花城区長(運天原)と瑞穂の郷玉

城事務長

↑松田屋我地龍鳳館の空手演舞

↑屋我地４人娘の民謡

ひるぎ学園６年生
↑饒平名区老人会のみなさん

喜んでお菓子を拾う子ども達。

↑Halau Hula U'Iのフラダンス ↑Ｙ-ＺＩＮ
ＺＵＭＢＡデモストレーション

←hula halau

o ka pana

フラダンス

外は雨模様でしたがホールの中での舞

台演目はとても盛り上がっていました。『おおきなわ』では

子どもから大人まで

一緒になって歌って

踊って盛り上がりま

した。30分間の

LIVEはあっという間

でした。

アイモコのLIVE

am11:00～スタートした飲食＆物販マルシェ。おいしいご

飯やスイーツ、島の物産品、手作り小物など屋我地島の事業

者さんや島の出身の方に参加して頂きました。

■飲食出店者■

ナンマムイ・マリン亭・松田屋我

地龍鳳館・比嘉将・花城興業・美

らテラス

■物販出店者■

ひるぎ学園陸上部や屋我地島の農

産物生産者、古民家cafe喜色・お

きなわBeeHappy・カランなど

天気が心配でしたが、屋我地の散策も無事行うことができ

ました。今回は屋我地支所を出発して饒平名の集落を歩き、

干潟を散策しました。

大人から小さいお子さんま

で楽しく屋我地島を知るこ

とができました。
途中から雨がひどくなり濡れなが

らも子ども達は必死に魚をつかま

えていました。美ら海水族館の移

動水族館も子ども達に好評でし

た！

上位入賞者に

はお菓子の詰

め合わせや、

島の特産品等

の豪華賞品

が！！

100名ほどの

皆さんが参加。

ゆるスポを楽

しみました。

エイサーが終わ

ると雰囲気が一

変。『オランダ

墓』の民話を朗

読。

↑屋我地青年会エイサー 朗読しているのはHappyアコウ'sの亀川心美さん

サンシン演奏は済井出区の大城親子


