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村の人口（7 月末現在、カッコ内は先月比）

男　　　  8,244　（+20）
女　　　  8,785　（+16）
計　　　17,029　（+36）
世帯数　  6,887　（+33）

防災特集
みんなの広場
Information
（お知らせ）
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今月号の内容

中部徳洲会病院屋上ヘリポート
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９月２日（土）午後１時～午後２時半 
中部徳洲会病院東側駐車場にて、村、イオンモール沖縄ライカム、イオンライカム店、中部徳洲会病院と

合同防災訓練を実施します。

◆ 目的 ◆
県総合防災訓練実施に伴い、村としてもこれらの施設と協働で訓練を行うことで、

発災時の村民の安心・安全の確保のあり方を検証するものです。
◆ 日程 ◆

平成 29 年 9 月 2 日（土） 午後１時～午後１時半 開始式、訓練内容説明
 午後１時半～午後２時半 訓練実施
 午後２時 40 分 県訓練の防災ヘリ着陸を見学後解散

◆ 訓練想定 ◆
　　　　　　　　　本島北西沖で M8.1（最大震度 6 弱）の地震が 9 月 1 日（金）午前９時発生。

　　　　　　　　　　　　津波の高さは約3m～7m以上。発災翌日になり負傷者・避難者が徳洲会病院へ殺到。

もしもの時に備えて皆さまのご協力よろしくお願いします。
お問合せ／村役場 総務課 （内 315）　　
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みんなの広場
第６回村老連グラウンドゴルフ交流大会

　熱田しおさい公苑で村老連主催（会長、比屋根邦忠）による第6回グラウンドゴルフ交流大会が36チーム、
約210名の参加で開催されました。
　大会結果は次のとおりです。
　　特別賞（最高齢者）　　　　　※ホールインワン
　　　90歳　與儀　徹（島袋）　　1回が35名、2回が2名。
　　　90歳　比嘉富子（島袋）　　計39回（計37名）
　　男性　　　　　　　　　　　　　女性
　　　優　勝　大城　清（熱田）　　　  優　勝　眞榮城千代（和仁屋）
　　　準優勝　金城秀安（熱田）　　　  準優勝　伊佐澄子（和仁屋）
　　　３　位　伊佐常照（屋宜原）　　  ３　位　伊集安子（屋宜原）

大城盛勇さん
中部地区さとうきび競作会で受賞

　うるま市勝連地区公民館にて、平成28/29年期中部地区さとうきび競作会表
彰式が行われ、村内のさとうきび農家である大城盛勇さんが、春植の部で第３
位の成績を収めました。
　大城さんは「光栄に思っています。今後のさとうきび作りの励みになります。
関係者のみなさん本当にありがとうございました」と話していました。

第21回しまくとぅば語やびら大会
　第２１回しまくとぅば語やびら大会が喜舎場公民館で開催
されました。
　出場者の数が昨年の２０回記念大会を上回る大人数で、来
場者数も公民館の席を埋め尽くし大変盛り上がった素晴らし
い大会になりました。
　児童の部７組、一般の部３組、計１４名の発表があり、発
表後、審査委員長の比嘉勲氏（和仁屋自治会長）から講評と
審査発表がありました。
　結果は次のとおり
　　村 長 賞　「思（う）び出（んじゃ）すさ　親（うや）ぬ寄（ゆ）し事（ぐとぅ）」
　　　　　　　一般　喜舎場熟年クラブ　安里昌次郎
　　教育長賞　「しまくとぅばぬ未来」
　　　　　　　北中城小学校４年　平良感動・鼓動
　　優 秀 賞（北中城村文化協会長賞）　その他の出場者
　＊  村長賞の安里昌次郎さんは、村代表として９月１６日に開催され

る県大会に派遣される予定です。

献血運動推進功労者表彰受賞
　献血場所として北中城村役場が通算35年の永年にわたり献血運動に協力し
ていることを称えられ沖縄県知事より献血運動推進功労者表彰を授与されま
した。
　村長は「献血に対する村民の意識が高い。ぜひ今後も村民の意識を高揚しな
がら献血推進をさせていきたい」と話されました。
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受賞者

村長賞
安里昌次郎さん

教育長賞
平良感動さん・鼓動さん
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みんなの広場

　厳しい暑さが続く中、暑さに負けずに健康づくりに
取り組んでいる「りっかりっか会」の皆さん。今回は、
サークルを立ち上げた安里春美さん、山城トモ子さん
にお話を伺いました。

サークルの立ち上げについて
　地域に活発さがなかったから、触れ合えるきっかけ
になればと思ってやり始めたのがきっかけ。地域を盛
り上げたいという気持ちで取組んできた。

立ち上げの苦労
　そんなにはなかった。どう取り組んだら良いか分か
らないのは大変ではあったけど、周りに話していると、
5－6名が賛同してくれて、みんなが助けてくれた。

成果や立ち上げてよかったと思うこと
　みんなの意欲があって、毎回自主サークルの前に区
内放送をすると、毎回20名以上集まることがよかった。
参加者から「ウォーキングもやりたい」「楽しい」等の
コメントが聞けることが嬉しい。

参加者の声
　「毎週火曜日が楽しみ。顔がみえて、相手が元気かど
うかも分かるしね」
　「膝も痛いけど、運動しないとね。みんなが呼びに来
るから」

◆実施レポート！島袋小ジョブシャドウイング&北中城中職場体験
　村立島袋小では、６年生を対象とした観察型学習ジョブシャドウイング
を6月20日（火）に実施しました。
　実施前の出発式では、村長や校長先生から「地域で働く人から色々な事
を学び、将来へ活かしてほしい」という激励の言葉がありました。児童代
表は「将来の夢に近づけるように、しっかりと学んできます」と力強くあ
いさつしました。
　給食センターやまんじゅう屋、美容室など様々な職場でジョブシャドウ
イングを体験した子ども達は「働く大人は格好よかった」「働くって楽しそ
うにみえた」と感想を述べていました。
　北中城中では、2年生の職場体験を6月27日より3日間実施しました。
　初日は、緊張していた生徒も、3日目にはだいぶ慣れた様子。職場の方とも
うまくコミュニケーションを取り、真剣な表情で作業に取り組んでいました。
　今回は、ジョブシャドウイング44事業所、職場体験58事業所にご協力い
ただきました。
　また各事業所までの送迎など、多くの保護者や地域のサポーターの協力
があり無事に成功することができました。みなさまから
のたくさんのご協力、誠にありがとうございました。
◆協力事業所・ボランティアサポーター 募集！
　北中城村地域で活躍する皆さまのお仕事の姿を、未来
を担う子ども達に伝えてくれませんか？
　当協議会では、運営をサポートいただくボランティア
サポーターや、村内の小中学生の職場体験などを受入れ
て下さる協力事業所を募集しています。
　活動に参加してみたい！協力してみたい！ご興味のあ
る皆さま、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

最後に
 　みんなで健康長寿をめざしましょう！！

熱田自主サークル「りっかりっか会」

元気な「りっかりっか会」のみなさん♪

北中城村deグッジョブ!!  ～北中城村グッジョブ地域連携協議会～

[活動内容]
 ☀ 毎週火曜日　午後2時～午後3時
 ☀ 場　所 ： 熱田公民館 
今月から月1回役場から派遣スタッフに
よる活動・無料講座を取り入れている。
簡単な体操や筋トレを行う。
事前に区内放送で呼び掛け行っている。

みんなで育てよう！北中城の未来の人財
協議会HP：http://gj-kitanakagusuku.com/
　　メール：kitanaka@goodjoboki.com
お問合せ／北中城村グッジョブ地域連携協議会
☎：080（8379）1053　※平日9時～ 18時
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みんなの広場
JFWわくわくファミリー釣り大会

　熱田漁港しおさい市場敷地内にて、第１回わくわくファミリー釣り大会（主
催：日本釣振興沖縄支部、共催：北中城村商工会青年部）が開催されました。「釣
りを多くの人に広めたい」という主催者側（日本釣振興会）の思いと村青年
部の「地元を盛り上げたい」という気持ちが合わさり、初開催となりました。
　参加者は240人。村内外より参加したファミリーが釣り上げた魚を競い賑
わいました。村役場職員による釣り教室、海上保安庁による海の安全講習、
村青年部の出店などがありました。
　今大会、検量３位の小倉悠河くん（和仁屋）は「今回はテレピア（550g、
31.3cm）での受賞。前日釣った魚はもっと大きくて、それで検量したかった。
また大会があれば参加したい」と話しました。
　初めての事業でしたが、釣りを通して家族の交流が図れ、参加者、運営委
員の笑顔が宝物になりました。
　村商工会青年部長の「地元を盛り上げたい」という熱い想いを地域振興につなげ、来年へ継続できればと思
います。

めんそーれ！北中城へ　岩手県葛
くず

巻
まき

町
まち

の中学生歓迎会
　葛巻町青少年姉妹町村訪問団の１６人が北中城村を訪れ、
歓迎の夕食会が開かれました。団長で葛巻町教育長の中田直
雅さんは「私たちの訪問が、これからも南国北中城村と、北
国葛巻町の友好親善ににお役に立てればと思います」とあい
さつしました。
　生徒を代表して江刈中学校の大道航さんが「３日間で、沖
縄の文化や歴史についても学んでいきたい」と話しました。
夕食を共にしながら、村職員や議員らと懇談し親睦を深めま
した。葛巻中３年の志田望翠さんと、小屋瀬中３年の外山瑞
希さんは「沖縄には初めて来ました。想像以上に暑くてびっ

くりしました。美ら海水族館と海水浴が楽しみです」と笑顔で話しました。村青年会によるエイサーも披露され、
手踊り指導を受けた葛巻町の中学生らも一緒にカチャーシーを踊り会場は盛り上がりました。
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Information

国保の届出をお忘れではありませんか？
～健康保険課からのお知らせ～

　下記の場合、健康保険課に届出が必要です。自動で切り替わることはありません。
　必ず14日以内に届出しましょう！

こんなときは 必要なもの
国
保
へ
加
入

職場の健康保険の喪失（扶養を外れた） 健康保険の資格喪失証明書
他の市町村から転入 前市町村からの異動連絡票など　※転入届出後に手続き
生活保護の廃止 生活保護廃止決定通知書
出生 母子手帳

国
保
の
喪
失

職場の健康保険に加入（扶養に入った） 国保の保険証と職場の健康保険の保険証
他の市町村へ転出 保険証　※転出届出後に手続き
生活保護の開始 保険証、生活保護開始決定通知書
死亡 保険証　※死亡届出後に手続き

そ
の
他

住所、世帯主、氏名などの変更 保険証　※住民異動届出後に手続き
保険証の紛失や汚損など 汚損の場合は保険証
他の市町村の学校や施設に入った 保険証、在学・在園証明書　※新住所地に転入届出後に手続き

☆必要なものについて・・・
　　上記の他に、すべての手続きで①世帯主の印鑑、②届出人の本人確認書類（運転免許証など顔写真付きの
もの）、③対象者と世帯主のマイナンバー（個人番号）が確認できる書類が必要です。
　　また、別世帯の方が代理で届出を行う際は、世帯主からの委任状が必要となります。
◆加入の届出が遅れると・・・
　　国保税は届出をした日からではなく、国保に加入する資格を得た月から納めます。また、届出が遅れてい
る期間に医療期間等を受診した場合はやむを得ない場合を除き全額自己負担となります。
◆喪失の届出が遅れると・・・
　　国保の保険税と他の健康保険の保険税（料）を2重で支払ってしまうことになります。また、国保の保険
証が手元にあるためそれを使用して受診してしまった場合は、北中城村の国保が負担した医療費を返還して
いただきます。

お問合せ／健康保険課　国民健康保険係　☎935-2233（内線263・264）

　65歳以上のみなさん、平成29年度介護保険料普通徴収の納付が始まっています。
保険料の納めかたは、年金から天引き（特別徴収）される場合と、納付書による納付（普通徴収）の２つにわか
れます。いずれの納めかたになるかは、老齢・退職（基礎）年金等の受給額などで決まります。
　特別徴収の方は、仮徴収（4月・6月・8月の年金から天引き）されます。
 特別徴収 ＝年金から天引きされます。
　　　　　【対 象 者】老齢・退職・障害・遺族年金が年額18万円以上の方
　　　　　【納めかた】偶数月に支払われる年金から、介護保険料があらかじめ天引きされます
 普通徴収 ＝納付書で個別に納めます。
　　　　　【対 象 者】年度の途中で65歳になった方
 年度の途中で他の市町村から転入した方
 年度の初め（4月1日）には年金を受給していなかった方
 年度の途中で所得の更正等があり、保険料額が変更となった方
 老齢福祉年金受給者
　　　　　【納めかた】納期ごとに、広域連合から送られてきた納付書をもって指定の金融機関などで収めてい

ただくか、口座振替によって納めていただきます。
 納期は7月（第1期）～翌年3月（第9期）となります。
※口座振替をご利用すると便利です！
　　保険料が金融機関から自動的に振り替えられるため、手間が省け、納め忘れもなくなります。
　　取り扱い金融機関で、通帳届出印、通帳、納付書を持参して「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、申し
込みます。（口座振替の開始は、申し込みの翌月以降となります。）

○介護保険料を滞納すると（給付制限について）
　　介護保険料の納め忘れがありますと、介護サービスを利用した際に、利用料を一旦全額支払わなければいけ
なくなったり、負担割合が三割になる場合がありますので、納め忘れのないよう、よろしくお願い致します。

　　　　　　お問合せ／○沖縄県介護保険広域連合
　　　　　　　　　　　　〒904-0398　中頭郡読谷村字比謝矼５５番地　比謝矼複合施設２階
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎911-7503（会計課　賦課徴収担当）
　　　　　　　　　　　○福祉課　高齢者福祉係　☎935-2233（内線260）

● ● ● 介護保険料納付のお願い ● ● ●
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Information

保険証は正しく使いましょう！
　医療機関等で使う「健康保険証」は、医療機関等の窓口に提示することにより自己負担分（1～ 3割）で医
療を受けることができます。
　北中城村から転出したり、お勤め先やご家族の健康保険に加入後に北中城村国民健康保険（以下、本村国保）
の保険証で医療機関等を受診してしまった場合は、本来他の健康保険が負担すべき医療費（７～９割）まで本
村国保が支払ってしまうことになります。
　この場合、本村国保が支払った分について保険証を使用された方の世帯主に一旦本村国保へ返還していただ
き、改めて社会保険等に請求し直していただく手続きが必要となります。【図参照】

※医療機関等・・・病院・歯科や薬局の他、整骨院等も含まれます。

北中城村
国民健康保険

受診当時の
健康保険

世帯主
（被保険者）

【図】医療費返還の流れ

④支給①返還請求
　（7～9割）

③申請
　※受診当時の
　　保険者へ

②返還（7～9割）

 【本村国保の資格喪失後に受診があった場合】 
①世帯主に対し、医療費の返還請求をします。
②請求された分を本村国保に支払います。
　・支払の確認ができましたら、世帯主に診療報酬明細書（レセプト）を送付します。
③本村国保に返還した分を、受診当時の健康保険に申請（請求）します。
　・申請方法は受診当時の健康保険にご確認ください。
④上記の申請が認められると、受診当時の健康保険から医療費が支給されます。
　※本村国保へ返還した金額と、受診当時の健康保険から支給される金額は必ずしも同額とは限りません。また、
申請には期限があります。詳しくは受診当時の健康保険にお問い合せください。

 保険証の適正使用のために・・・ 
　本村国保へ返還した分の医療費は、新たに加入した健康保険へ請求することができますが、医療費を一時的
に本村国保へ支払ったり、返還請求の手続きをしたりと経済的・時間的な負担がかかってしまいます。そうな
らないためにも、
☆社会保険等に加入した場合は、速やかに国民健康保険資格喪失の手続きをし、本村国保の保険証を使わない
ようにしましょう。
☆医療機関等を受診した後に健康保険の種類や内容が変わった場合は、医療機関等に伝えましょう。

お問合せ／健康保険課　国民健康保険係　☎935-2233（内線263・264）

122017. 9月号 広報



Information

「LIFE」　麻生羽呂，篠原かをり著
　ペンギンの教え、ライオンの教え、
パンダの教え…。20種類の生き物た
ちの知られざる生態から、人間が生
き残るための「戦略」と「習慣」を
学ぶ本。生き物の世界にある「普遍
の道理」を描く。

「最後の楽園の生きものたち」
NHK「ホットスポット」制作班編
　絶滅の恐れのある、貴重な生きも
のたちが暮らすホットスポット。そ
こに棲む生きものたちの進化の不思
議や尊い生命のきらめきを伝える。

「図解でわかる
 ホモ・サピエンスの秘密」
インフォビジュアル研究所著
　謎だらけの人類700万年史をたど
る長い旅に出よう! ホモ・サピエンス
がこれまでたどってきた道のりを20
のテーマで振り返り、その類まれなる
進化の秘密を豊富なカラー図版とと
もに解き明かす。

　平成３０年４月に小学校へ入学するお子さんの健康
診断を下記の日程で行います。お子さんを同伴のうえ、
健診を受けて下さい。

記
日　　時：平成29年9月20日（水）
受付時間：午後1時45分～午後2時30分
場　　所：北中城村立中央公民館
対 象 児：平成23年4月2日生～平成24年4月1日生
持参するもの：
　①  通知書「就学予定者に対する就

学時の健康診断の実施について
　②「新入学児童の健康調査票」
　③母子手帳
お問合せ／北中城村教育委員会　教育総務課　☎935-3773

　教育委員の任期満了に伴い、７月１日付で砂川恵重
さん、８月１日付で安和淳一さんが新しい教育委員に
任命されました。

　これまで教育委員として村の教育行政にご尽力いた
だいた宮城永昌さん・玉城若子さん、ありがとうござ
いました。

  あやかりの杜から 本の紹介

新小学校１年生の健康診断

新しい教育委員

下水道接続のおねがい
～地域の環境を良くするために！～

砂川恵重さん 安和淳一さん

・昔ながらのくみ取り式便所の場合は、公共下水道が
使用可能な日から３年以内に水洗トイレに改造しな
ければなりません。
・公共下水道が使用可能な地域で、浄化槽等から生活
雑排水や汚水を道路側溝等へ流している場合は、で
きるだけ早く公共下水道に接続してくださるようお
願いいたします。
・村では、平成２８年度より沖縄振興公共投資交付金
を活用した補助金制度を開始しております。
　浄化槽やくみ取り式便所を下水道へ切り替える接続
工事を行う方が対象となり、平成２９年度分のお申
込み期間は平成２９年５月１日（月）～平成２９年
１２月２８日（木）までとなっております。
　詳しくは、広報４月号をご覧いただくか、村役場上
下水道課（下水道係）までお問合せください。

お問合せ／上下水道課　☎935-2233（内線617）
※下水道接続工事は、衛生上とても大切な工事です
ので、定められた基準に従って正しく施工されな
ければなりません。工事は村の指定工事店へ依頼
してください。
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北中城村教育委員会 生涯学習課
☎９３５－３７７３
北中城村教育委員会 生涯学習課
☎９３５－３７７３

～地域から育もう未来ある青少年～　青少年育成村民大会
　近年、青少年がらみの事件・事故が多発する中、地域ぐるみで「青少年の深夜はいかい防止」と「未成年者飲酒防止」
の機運を高め、青少年の望ましい生活リズムの確立を目指そうと、７月７日（金）に青少年育成村民大会が村立中
央公民館にて開催されました。大会には約１２０名が参加し、小・中・高校・一般の5人の皆さんが意見を発表し、
大会宣言・スローガンの採択等がなされ、青少年の健全育成について確
認しました。

《意見発表者と演題》
　北中城小学校６年　喜

キ ナ

納小
コ

晴
ハル

【友達がいて】
　島袋小学校６年　知

チ

念
ネン

芯
シン

太
タ

朗
ロウ

【将来の夢にむかって】
　北中城中学校２年　池

イケハラ

原里
リ ナ

奈【思いやりを持って】
　北中城高校２年　仲

ナカ

間
マ

民
タミ

【Nomore深夜徘徊】
　一般成人　佐

サ

藤
トウ

美
ヨシ

乃
ノ

【読み聞かせによるコミュニケーション量増大についての考え】

北中城ドッジファイターズ　県大会３位
　第２７回全日本ドッジボール選手権沖縄県大会において３位の
成績を収めた北中城ドッジファイターズと父母が森田教育長を表
敬訪問しました。
　報告を受けた森田教育長は「皆様のチームワークをもって素晴
らしい試合を期待しています。他チームとの交流をとおして互い
に学びあう機会にしてください」と激励しました。

 村内の文化財めぐりを実施しました
　文化振興係では、7月25日（火）に村内の公立幼稚
園及び小中学校に勤務する先生方の初任者研修の一環
として、文化財めぐりを実施しました。今回の研修で
は、若松遺跡と中城若松の墓（安谷屋）、荻道・大城の

湧水群と荻堂貝塚（荻道・大城）、喜舎場の石獅子と喜舎場
公の墓（喜舎場）、ナスの御嶽と仲順大主の墓（仲順）、渡口のテラ（渡口）
を巡見しました。生徒たちにとって身近な地域の文化財を、教材として学
校での授業に活用していただければと思います。
　また、8月1日（火）には葛巻町青少年姉妹町村訪問団を受け入れ、国指
定重要文化財「中村家住宅」と世界遺産「中城城跡」の史跡めぐりを行い
ました。生徒たちは、沖縄特有の古民家や城跡を見学し、ふるさとと異な
る文化に触れたことで新たな発見や感動があったと思います。
　文化振興係では、これからも村の歴史や文化を、村内外へと発信してい
こうと考えております。これらの活動は、各種文化財調査によって得られ
た情報を基に行っております。今後とも、文化財や村史編纂などにかかる
調査について、ご理解ご協力のほど宜しくお願い致します。

お問合せ／北中城村教育委員会　生涯学習課　文化振興係　☎935-3773

文化振
興

だよ
り文化振
興

だよ
り

初任者研修の様子（渡口のテラにて）

葛巻町青少年姉妹町村訪問団の研修の様子
（中城城跡にて）
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相
談
コ
ー
ナ
ー

相談名 と　　き ところ 内　　容 相談員

人権相談 10月6日（金）　13:00～16:00

村役場　総務課

人権問題、いじめ、サラ金、もめごと 那覇地方法務局(沖縄支所)
☎937-3278

法律相談
9月7日（木）　13:00～16:00
予約制です 予約先：村役場総務課
☎935-2233（内線313）

法律的な相談であればどんな内容でも可 池宮城紀
と し お

夫 弁護士

行政相談
日　時 場所・時間

行政に対しての苦情や要望などの相談
比嘉洋子　行政相談委員
行政苦情110番 / ☎867-1100
村役場総務課 / ☎935-22339月7日（木） 美崎自治会

14:00～16:00

税に関する
相談

9月6日（水）　13:00～16:00
予約制です 予約先：村役場総務課
☎935-2233（内線313）

相続・贈与・土地譲渡等の税金の相談 税理士：喜納秀樹

健康相談 毎週火曜日（要予約） 09:00～11:00 体重・血圧測定、生活習慣病等の相談 保健師 / ☎935-2233

教育相談 月曜日～金曜日
（要予約） 08:30～15:30 村教育委員会

教育総務課
児童生徒及び保護者への教育上の問
題・悩み・困り事相談・助言

月～金　比嘉美奈子（教育相談員）
/ ☎935-5922

障害に関する
相談

月曜日～金曜日 08:30～17:15
村役場　福祉課

知的・身体・精神に障害をお持ちの
方、および家族等への支援（相談支援
事業とあわせて実施）

専門相談員
専門相談員への相談は / ☎935 -2233専門相談員への相談は

毎週水曜日～金曜日 10:00～15:00

高齢者なん
でも相談 月曜日～金曜日 08:30～17:15 地域包括支援センター

 / ☎935-5922
高齢者の健康、介護、権利など全般 保健師・社会福祉士・ケアマネージャー

もの忘れ
相談 月曜日～金曜日 08:30～17:15 もの忘れ・認知症の介護にお困りなことなど 保健師・看護師、または認知症専門医

（要事前相談）

心配ごと
相談 月曜日～金曜日 10:00～16:00 村社会福祉協議会

月～金：一般相談
火・木：障害者相談（ピアサポート）
金：消費生活相談
（サラ金、クレジット、悪質商法など）

月：富永みさ子　火：瑞慶覧京子
水：大城幸子/☎935-4755（FAX兼用）
木：仲田美和子
金：消費生活相談員

育児に関する
相談 月曜日～金曜日 08:30～17:00 子育て支援センター 育児に関する相談全般 子育て指導員（保育士）

/ ☎982-0505

集
い

ふれあい
子育て
サロン

★第1火曜日：総合社会福祉センター ★第1金曜日：和仁屋公民館
★第2火曜日：喜舎場公民館 ★第2金曜日：総合社会福祉センター
★第3火曜日：島袋児童館 ★第3金曜日：島袋公民館
★第4火曜日：大城公民館 ★第4金曜日：安谷屋公民館
　　　　　　（いずれも10:00～12:00まで）

9月の事業予定
保
健
・
予
防

カ
レ
ン
ダ
ー

と　　き 事業名 ところ
9 月 9 日（土） （受付）08:45 ～ 10:45 乳児一般健診

村立中央公民館9 月 14 日（木） （受付）14:00 ～ 16:00 離乳食実習
9 月 19 日（火） （受付）13:00 ～ 14:00 3 歳児健診

催し物・
その他

と　　き 事業名 ところ
9 月 17 日（日） 体協　村陸上競技大会 吉の浦ごさまる陸上競技場

10月の事業予定
と　　き 事業等

10 月 2 日（月） 集団健診
婦人科検診

10 月 4 日（水） 歯科健診
10 月 8 日（日） 村民体力測定会
10 月 20 日（金） 1 歳 6 ヶ月児健診

妊婦さん、子育て中のお母さん、お子さんと一
緒に交流しましょう！

絵本の読み聞かせやリズムあそび等を
します。子育てに関するご相談は
社会福祉協議会 / ☎935-4520

2017年9月（長月）SEPTEMBER
※祝日等に当たる場合は、
　変更もしくは予定なし掲示板

和仁屋 8/1 夏休みの朝はラジオ体操だぞ！
　夏休みに入り、和仁屋公民館前広場には親子合わせ
て約４０人が集まります。元気いっぱいの男の子やお
母さんと並んでいる女の子、おチビちゃんもお父さん
と一緒にみんなでラ
ジオ体操をしまし
た。子どもたちは、
皆勤賞をめざしてが
んばっています。

茶の間通信員
比嘉　智惠子

大城 8/5 綱引き
　今年も豊かな実を招き寄せる予祝行事が行われまし
た。あがり（東）、いり（西）に別れ綱を大人も子供も
真っ赤な顔をし
て引っ張り合い
ました。シャー
ベット美味し
かった！

茶の間通信員
外間　理恵

喜舎場 7/20 生き生きふれあい会ピクニック
　「御殿の会」総勢26人は、モノレールで首里駅～那
覇空港まで乗車。那覇の街並みの変化に驚きながら楽
しみました。その後、瀬長亀次郎資料館の「不屈館」
見学や琉球料理を堪
能し、ファーマーズ
糸満で買い物をして
充実した時間を過ご
しました。

茶の間通信員
岩永　妙子

美崎 7/26 地域教育懇談会
　小・中学校の先生方を招き、地域教育懇談会が行わ
れました。生徒支援の取り組みの成果や課題が報告さ
れ、保護者や地域の方々とで家庭教育について意見が
交わされました。
　また、「親のまなびあい
プログラム」では、意見
交換の場になり、子育て
をする上で、情報の共有
の大切さを学びました。
茶の間通信員　喜納　勝美

ひとりごと
家族の85歳トゥスビースージを催しました。家族や親戚、友人、知人などが集まり、美味しい料理に楽しい会話、若いころのエピソードなど
が紹介されたり、歌や合唱、スライドショーなどが披露され楽しいひとときを過ごしました。また次があります。長生きしてね(´ω｀*)　(N6K2)
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熱田 7/27 自治会定期総会島袋7/16 壮年会の草刈り
　夏本番。暑い中、島袋壮年会のメンバー約20人は、島
袋九年堂周辺に集合し、それぞれ鎌や草刈機を片手に大
掃除を行いました。中には、小型ユンボをワイルドに操
縦された方もいて
ちょっとびっくり。
お蔭様でとてもきれ
いになりました。あり
がとうございます。

茶の間通信員
仲宗根　さゆり

瑞慶覧 7/28 フラダンス猛特訓中
　毎週金曜日10時より、フラダンスサークル「プルメリ
ア」の活動の様子です。メンバーは５人。「かりゆしホ
テルハワイアン
ナイト」に向け
て猛特訓中！！

茶の間通信員
比嘉　泰子

荻道 7/11 サガリバナ咲く！
　ライトアップされ幻想的な美しさと甘い香りで観る
者を魅了してしまいます。
　時には区民が、三線と唄を楽しみながら湧水の音に
涼を求め短い開花期
間を楽しんでいま
す。もっと沢山の人
に観てもらいたいで
すね。

茶の間通信員
久保　玲子

団地 7/7 星に願いを・・・(^ ♪̂
　団地子ども会では、七夕祭りを行いました。
　夕方から集まり思い思いの短冊を書き入れ飾りま
した。
　きれいな星空
でしたので、
きっと願いが届
くでしょうね。

茶の間通信員
宮城　奈々

渡口 7/15 鮮やかなゴールデンシャワー
　ゴールデンシャワーの花が見事に開花。場所は、県道
81号線側から集落の中に入った、渡口公民館へ向かう途
中です。青空に黄金色の花が映え鮮やか。しなやかな茎
にたくさんの花をつけた様子は、その名の通り“降り注ぐ
シャワー”の様でした。
香りに誘われたアブや
蝶々もせわしく飛び交
わっていましたよ。

茶の間通信員
玉城　小百合

石平 7/22 石平家人衆会視察研修
　「地域の美化」に生かすことを目的に視察研修を行
いました。区民１７人の参加者は、やんばるの自然を
満喫し、恩納村の「うんなまつり」を楽しみました。
中でも本部町嘉津
宇 の 民 家 に 咲 く
ゴ ー ル デ ン シ ャ
ワーの木は圧巻の
迫力でした。

茶の間通信員
比嘉　さとみ

安谷屋 7/10 生き生きふれあい会ピクニック
　一緒に楽しく歌いましょう！社協で活動中の『うた
声サークル（虹）』をお呼びしました。歌の前に頭の体
操として、音楽に合わせて指を動かす運動をしまし
た。良い脳トレになりました。曲は「故郷」などを合
唱し「なちかさんや
～」と当時を振り返る
声も聞こえました。ア
ンコールでは、「あこが
れの郵便馬車」も熱唱
しました。
茶の間通信 玉城 奈津美

　平成２９年度定期総会が公民館にて行われました。
前年度の事業･会計報告、質疑応答、新年度の事業計
画、予算（案）、各役員の承認もスムーズに進みまし
た。新自治会長に城
間利広さんが選出さ
れました。前自治会
長大城永信さんお疲
れ様でした。

茶の間通信員
東恩納　恵子


