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編集後記 
　ひるぎ学園の卒業式に参加してきました。卒業生が保護者や地域の方に感謝の気持ちを泣きながら述べている姿を見て思わず貰い泣きをしてしまいました。そして、この子達

は先生方や地域に愛されて育ったんだなーっとほっこりした気持ちになりました。さて、屋我地支所はというと、２人の職員が異動になりました。支所の食いしん坊アイドルK穂さん
と、大雨のなか支所で結婚写真を撮った係長おつかれさまでした。それでは、４月からも屋我地支所をよろしくお願いします!!（重）
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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。

●４月５日(木)終日～４月８日(日)終日

●４月20日(金)午後～４月22日（日）終日

題字：亀川心美・花田乃里佳（Ｈａｐｐｙアコウ

屋我地地区の人口及び世帯数（H30.2.28）

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【４月１０日(火)】　

　第２回屋我地ひるぎ学園卒業式が行われました。１８名の卒業生は在校生、先生方、保護者

や地域の人たちに見守られながら学び舎をあとにしました。卒業生を代表して石塚大久海さん

は「小中一貫校になって戸惑うこともあったけど、一つひとつ行事をこなしていくことで自信

に繋がった。一緒に居た仲間たちと別々の道を歩むけど、思い出を胸に頑張っていきたい。」

と力強く語りました。その後、卒業生一同で先生方、保護者、地域の皆さまへの感謝の言葉を

述べました。

　農家の方より提供していただいた畑で2月２日、ひ

るぎ学園１年生と６年生のジャガイモ掘り体験が行

われました。１年生は、ジャガイモの大きさを競い

合いながら、宝探しをするように土をかき分け大満

足。島袋結さんは「6年生のお兄ちゃん、お姉ちゃん

と一緒にジャガイモ掘りが出来て嬉しい。また一緒

に掘りたいな」と笑顔で話しました。畑を提供した

宮城さんは「今度は、１０月に植え付けをしますの

▲ジャガイモを片手にハイポーズ▲大きなジャガイモに大満足　島袋結さん

▲卒業生集合写真 ▲卒業生･保護者　集合写真 ▲答辞　石塚大久海さん

　３月で離任される先生方や９年生保護者の送別会が3月２０日、体育館で行われました。小渡

教頭先生をはじめ、多くの先生方がひるぎ学園を離れます。当日は、８０年代を彷彿させる保

護者のバブルダンスが会場を沸かせました。
最後は参加者全員で

歌を唄いながら、円

を囲み互いを労いま

した。9年生の保護

者の皆さま、先生方

これまで子ども達の

ために尽力して頂き

ありがとうございま

した。
▲華麗なるダンスの様子▲感謝の気持ちを込めてプレゼントを渡しました

今月は【４月１５日(日)】
　屋我地産(直送野菜)

　バザー（そば・ケーキ・やき芋　アロマ･漬物・苗木販売等）

日時：毎月第３日曜日

　　　９：0０～15：0０

場所：屋我地支所

う」と子ども達に語

りました。

イラスト：わんパグ

日 曜日 予　　　定

1 日 13:00 二月ウマチ（屋我）

2 月 14:00 ミニデイ（我部）

3 火
14:00 区長会（支所）
※いきいき体操教室はお休みです

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

5 木 ※筋トレ教室はお休みです

6 金 13:00 手芸（済井出）

7 土 20:00 大正琴（済井出）

8 日
8:00 区内草刈作業（済井出）
8:00 区内清掃作業（屋我）
15:00 ミニデイ（饒平名）

9 月
ひるぎ学園始業式
14:00 ミニデイ（我部）

10 火
ひるぎ学園入学式
9:00 いきいき体操（支所）

11 水 14:00 ミニデイ（運天原）

12 木 14:00 筋トレ教室（支所）

13 金 14:00 ミニデイ（済井出）

14 土 20:00 大正琴（済井出）

15 日

16 月
14:00 区長会（支所）
14:00 ミニデイ（我部）

17 火 9:00 いきいき体操（支所）

18 水
14:00 ミニデイ（饒平名）
14:00 いきいき100歳体操（運天原）
15:00 海事祈願（屋我）

19 木 14:00 筋トレ教室（支所）

20 金 13:00 手芸（済井出）

21 土

22 日 8:00 平成30年度区・保全の会総会（饒平名）

23 月 14:00 ミニデイ（我部）

24 火 9:00 いきいき体操（支所）

25 水 14:00 ミニデイ（運天原・屋我）

26 木 14:00 筋トレ教室（支所）

27 金 14:00 ミニデイ（済井出）

28 土 20:00 大正琴（済井出）

29 日 昭和の日

30 月 振替休日

行政区 計 男 女 世帯

饒平名 276 143 133 144

我部 186 106 80 85

運天原 260 127 133 128

済井出 458 235 213 219

屋我 166 86 80 83

愛楽園 158 81 77 135

屋我地合計 1504 778 716 794
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　3月２１日水曜日にHappyアコウ´ｓリーダー育成研修「東

村つつじエコパーク」でPA（プロジェクトアドベンチャー）体

験をしました。エコパークでは、パンパーポールやクライミン

グウォールなど高い所に登る体験をしました。命綱は自分達で

持つので、飛ぶ人は仲間に信頼が無いと飛ぶことができません。

このPA体験をして、Happyアコウ´ｓみんなの気持ちが一つ

になり協力することができるようになりました。

　４月になり屋我地支所も４名の職員を新たに迎え、新年度がスタートしました。これまで同様、

地域の皆様とともに屋我地のことを考え、「住んで良し」「訪れて良し」の地域を目指しながら

職員一丸となって様々な事業を進めていきたいと思います。今年度もよろしくお願いします。

屋我地地域のみなさま、はじめまして。４月より屋我

地支所に配属になりました金城真悟です。地域のこと

について右も左もわからないことだらけですが、勉強

係長　金城真悟
きんじょう　しんご

　

　

みなさんこんにちは。

屋我地支所に異動してきて１年、温かいみなさんに支えら

れて楽しみながら仕事をすることができました。

6月には出産を控えているため、今月から産休に入ること

になりました。美味しい食べ物もたくさんの屋我地。

お陰様でお腹の赤ちゃんも元気に育っています。

出産したらまた屋我地に遊びに来ます。１年間本当に

ありがとうございました。

伊波夏穂
▲Happyアコウ´ｓ集合写真

　今月から広報誌のコラムを書くことになりまた！HAPPYアコウ´s（青少協屋我地支部）

で体験したことや気付いたこと、学校の様子などを地域の皆さんにお伝えしていきます。今

月のコラムを担当をします、花田乃里佳と亀川心美です。よろしくお願いします。

　　　　

３年という短い間でしたが、各区区長をはじめ、屋我地の

皆さまには大変お世話になりました。この間、支所庁舎移

転、ひるぎ学園開校という、あまりない経験をすることが

できました。その他にもやがじ祭り、やがじ展、三・四世

代交流会などの行事をサポートする中で、屋我地のイベン

トを、屋我地の皆さんでつくり、屋我地内外の多くの人々

に、

　青少協のポロシャツを購入することがで

きます。サイズや色について屋我地支所に

お問合せください。

　毎月第３日曜日に屋我地支所で屋我地

島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：4月15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）

しながら、皆様と一緒に

地域振興に取組みたいと

思います。これからよろ

しくお願いします。

主事　金城成子
屋我地のみなさま、4月より総務課から屋我地支所

に異動になりました金城成子と申します。屋我地と

の接点は、20年以上前のことですが、従兄弟が済

井出に住んでいたため、彼らの家庭教師として2年

ほど行き来していました。その時の屋我地の印象は、

サトウキビ畑の中に住宅が点々とあり、自然豊かな

　　上間千也
１月から屋我地支所に来ましたゆんた

くーと食べることが大好きな上間です

♪。まだまだ分からないことだらけで

未熟な私ですが、明るく元気に頑張り

ますのでこれからもよろしくお願いし

ます！！

　　平安樹李
はじめまして。４月から屋我地支所

の臨時職員となりました。屋我地に

笑顔と元気を届けられる職員となれ

るように頑張ります。どうぞよろし

くお願いします。（石垣島の川平出

身です）

きんじょう　なりこ

　

　

うえま　　　ちや

　

ひらやす　　じゅり

　

　

屋我地の魅力を発信する、そういった屋我地の地域

力を間近で体験できました。このたび、秘書渉外課

に異動となりましたが、これからも屋我地に注目し

ていきますので、また別の機会で、皆さまと顔を合

わせる際には、よろしくお願い
します。３年間、本当にあ

りがとうございました。

渡久地樹

▲クライミングウォール▲パンパーポール

▲今月担当

（左：花田乃里佳）

（右：亀川心美）

▲３月１８日（日）の屋我地島朝市の様子

申込期間

５月３1日(木)まで

問合せ先

℡：52-8101（青少協屋我地支部）
担当：大城

地域だなーと感じました。

新しい道路、古宇利大橋、

ワルミ大橋等と屋我地も

変わってきています。伝

統と革新が共存している
屋我地に少し

でもお手伝い

できればと

思っています。

末永くよろし

くお願いし

まーす！！


