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編集後記

やがじ展が終わり、ふっと立ち止まると、屋我地支所に異動になり一年が経とうとしています。沢山の行事に戸惑うところもありましたが、地域の人に支えられ励まされた一年

だったと感じています。屋我地地域には多くの可能性と素晴らしい人材が沢山います。今後も屋我地支所一同よろしくお願いします。（重）
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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。

●３月９日(金)午後～３月１０日(土)終日

題字：具志堅 仁一（屋我地ひるぎ学園校長）

屋我地地区の人口及び世帯数（H30.1.31

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【３月１３日(火)】

名護市教育委員会の指定を受け、平成３０年４月から屋我地ひるぎ学園がコミュニティ・スクールとして

スタートします。学校と地域住民、保護者が一体となって子ども達を育成し、将来的には、地域の活性化にも

つながると期待されます。既に、地域の方々が、学校行事や様々な授業、活動等に関わっており、コミュニ

ティ・スクールとしての内容となっておりますが、学校運営協議会という組織を設置することで、長期的に継

続可能で更に発展した取り組みが行えるようになると思います。

【学校支援活動】（地域住民・各種ボランティア・関係機関 等による学校支援）

コミュニティ・スクール
学校運営協議会制度を導入した学校

コミュニティ・スクール（学校

運営協議会制度）は、学校と地

域住民・保護者が力を合わせて

学校の運営に取り組むことが可

能となる「地域とともにある学

校」に転換するための仕組みで

す。この制度を導入することに

より、地域ならではの創意や工

夫を生かした特色ある学校づく

りを進めていくことができます。

▲ガッツポーズの選抜メンバー

＜名護市男子選抜メンバーに選出＞

平成30年3月3、4日に開催される

第16回沖縄県ミニバスケットボール

オールスターゲームに出場する選手と

して、当ミニバスケットボールクラブ

より4名の6年生（川田琉生、新城利

功斗、内山暖力、松本世凪）が名護市

の代表として選ばれました。選手一同

「名護市代表チームが優勝できるよう

精一杯頑張るので応援よろしくお願い

します！」

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）とは？

コミュニティ・スクール取組成果のイメージ図
平成２８年度～平成２９年度に行った活動の一部

ミツバチ教室：三浦 大樹さん 塩づくり体験：上地 功さん

読み語り：ボランティアの皆さん かずら植え：花城 清敏区長

干潟の生き物調べ：玉城 健由さん

カヌー体験：屋我地エコツーネット

←左から

やがじ祭：出店。

やがじ展：出品、ポスター、司会、出店。

済井出区アブシバレー：相撲、舞踊。

＜Cチーム（3年生以下）大会優勝＞

平成30年2月11日に開催された第

14回国頭地区ミニバスケットボール

交歓会Cチーム大会（３年生以下）で

当ミニバスケットボールクラブが見

事優勝しました。全員バスケで優勝

できたことを、コーチ、選手、保護

者ともに喜んでいます。
▲ガッツポーズの選抜メンバー

▲Cチームのメンバー
※記事提供：ミニバス保護者 内山典之

愛楽園 159 81 78 137

屋我地合計 1507 778 729 800

屋我 167 86 81 84

運天原 261 128 133 128

済井出 459 235 224 223

饒平名 276 142 134 144

我部 185 106 79 84

行政区 計 男 女 世帯

【地域貢献活動】（地域・各区行事への参画・参加・協力）

30 金

31 土 20:00 大正琴（済井出）

28 水 14:00 ミニデイ（運天原・屋我）

29 木 ※筋トレ教室はお休みです。

26 月 14:00 ミニデイ（我部）

27 火 9:00 いきいき体操（支所）

24 土 20:00 大正琴（済井出）

25 日 15:00 ミニデイ（饒平名）

21 水 春分の日

22 木 14:00 筋トレ教室（支所）

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

18 日 9:00 屋我地朝市

19 月
ひるぎ学園修了式
14:00 ミニデイ（我部）

20 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）

15 木
14:00 区長会（支所）
14:00 筋トレ教室（支所）

16 金 14:00 いきいき100歳体操（運天原）

17 土

12 月 14:00 ミニデイ（我部）

13 火 9:00 いきいき体操（支所）

14 水 14:00 ミニデイ（饒平名・運天原・屋我）

9 金

ひるぎ学園卒業式
13:20 がじまる号巡回（ひるぎ学園）
14:00 いきいき100歳体操（運天原）
14:00 ミニデイ（済井出）

10 土 20:00 大正琴（済井出）

11 日 15:00 ミニデイ（饒平名）

6 火
9:00 いきいき体操（支所）
14:00 書記会（済井出公民館）

7 水 14:00 ミニデイ（饒平名）

8 木 14:00 筋トレ教室（支所）

3 土

4 日

5 月 14:00 ミニデイ（我部）

日 曜日 予　　　定

1 木
14:00 区長会（支所）
14:00 筋トレ教室（支所）

2 金 14:00 いきいき100歳体操（運天原）
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名護市青少協屋我地支部が主催する『やがじ展』が屋我地支所で開催されました。1９回目と

なるやがじ展は、屋我地ひるぎ学園や聖ルカ保育園の子どもたち、ミニデイ、愛楽園のみなさん

の日頃の生涯学習の成果を披露する場として親しまれています。今年は609点の出展があり、４

00人を超える方々が来場しました。土・日曜はお楽しみ企画として、PTAによるおもてなしカ

フェや、ムーチー作り、朝市、「300人でご飯」など、盛りだくさんの内容となりました。

▲防火クラブ屋我地支部の皆さんと担当の

玉城さん

防災を意識しながら炊き出し飯をいただ

きました。シンメーナービ２つ分があっと

いう間に無くなりました。

２月１８日 朝市

やがじ展 ２月１４日 オープニングセレモニー

▲聖ルカ保育園のダンス

４～５歳児によるダンスに大盛り上がり。ひるぎ学

園、地域住民や出展者、関係者が集まりました。

▲オープニングセレモニー テープカットの様子

左から 長浜正光さん、屋比久稔さん、當眞ゆか

りさん、花城清敏さん、具志堅仁一さん、喜屋武龍

秀君

２月１７日 カーサームーチー作り

▲カーサームーチー作り

座間味眞さんを講師にお招きして、聖ルカ学童の皆さ

んと昔ながらのムーチーを体験しました。子ども達は

ムーチーをこねながら、自分の作ったムーチーに大満足。

また、ムーチーは来場した皆さんにプレゼントしました。

２月１８日 ３００人でごはん
出展者 最高齢の上地カメさん

▲上地カメさん（１００歳･運天原区）

出展者最高齢の運天原区の上地さんは、毎年出展を楽しみ

に制作をしています。そんなカメさんは「今までは農業をし

ていたので絵を描くことが少なく、ミニデイの時に絵を描き

始めた。今は絵を描きながら皆とお喋りをするのが一番の楽

しみ。来年の出展に向けて頑張る。」と笑顔で話しました。

▲朝市（軽トラ市・バザー）

軽トラ市とバザーを開催。屋我地産の新

鮮な野菜に来場者も大満足。バザーでは、手

作りの商品に対して出店者に直接話しを聞け

るなど、バザーならではの光景が見られまし

た。

２月１７・１８日
PTAおもてなしカフェ

▲PTAおもてなしカフェ

地域の方に日頃の感謝を込めて無料で

提供しました。温かいお茶やコーヒー、

茶菓子のおもてなしに来場者の皆さんの

身体を温めました。また、先生方の差し

入れケーキーは大好評でした。

←17・１８日と二日間婦

人会の皆さんが受付を担当

しました。

←アコウズ（青少協）

は司会や、ヤギフン・

花すばパンを販売しま

した。

2月１６日(金)ひるぎ学園の生徒と多国籍

留学生とのビーチクリーンが済井出の浜で

行われました。花田乃里佳（５年）さんは

「最初は言葉が通じないと思ったけど、日

本語も上手だし、たまに伝わらない時は、

身振り手振りでコミュニケーションを取る

事ができた。」と笑顔で話しました。その

後、留学生を交えてそれぞれで自己紹介を

行い、夢や頑張っていることなどを話し合

い、互いを知る機会となりました。

▲ビーチクリーンでは軽トラ一杯のゴミを拾いました。

毎月第３日曜日に屋我地支所で屋

我地朝市を開催いたします。

アタイグヮーの野菜や雑貨、制服等

を販売してみませんか？出店者の方

を募集します。

日時：３月１８日(日)※毎月第３日曜日

時間：9時～１５時まで

場所：屋我地支所

℡：52-8101（担当：宮城二郎）


