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　医療法人真愛会伊佐整形外
科より北中城中学校へ10万円
分の図書の寄贈がありました。
　同院からの寄贈は平成16年
から毎年行われており、図書は
子ども達のリクエストなどを
元に選んでいるとの事。この日
訪れた事務局長の兼島氏は、

「本を通じて色々なことを吸収
し、夢に向かって頑張って欲し
い」と想いを述べました。

　イオンモール沖縄ライカム周囲のウォーキング
コース「ハートロード」に、シーサー８体が設置さ
れました。シーサーは、村の陶芸作家や村民が制作
したもので、北中城村観光協会、地域おこし協力隊
らによって設置されました。
　ハートロードは１周で約２km。各ポイントごと
にシーサーが置かれ、ウォーキングする人たちを
和ませています。
 イオンモール内の北中城村トラベルマートきた
ポでは、スタンプカードを配布しています。

北中城中学校へ
図書寄贈

7 
23

5 
11 税務微収職員の併任事例交付式

ムーンライトコンサート開催7 
14

　琉球銀行北中城支店にて、村内２つの児童館へ
遊具の贈呈式がありました。同銀行では、沖縄県
内の児童館 76 ヶ所に遊具を寄贈しています。
　琉球銀行北中城支店国吉支店長は「子どもたち
へ、ゆいまーる精神を届けたい、形あるものをプ
レゼントしたいという思いと、今後とも地域の子
どもたちを支援していきたい」とあいさつ。
　ドッチボールやバレーボール、縄跳び等をいた
だき、児童館の職員が「ちょうどボールを買い換
えようと話していたところ。夏休みに向けて子ど
もたちも喜んでくれると思います」と感謝の言葉
を述べました。

琉銀より、村内児童館へ遊具の寄贈7  
20

イオンモール周囲にシーサー設置7 
20 

　音楽を通して村内外の交流を図り、地域づくりに役立てる事を目
的で行われている「第 17 回 ムーンライトコンサート」が大城公民
館隣の多目的広場で今年も開催されました。日が落ち始める頃から
たくさんの人が集まり、最初に北中城中学校吹奏楽部がオープニン
グを飾りました。他、サンキスト、喜舎場青年会エイサー、GAJAN、
GAPと、出演者らがそれぞれ個性が光る演奏と歌声を披露し、来場
者は夏の月明かりの下素敵な音色に耳を傾けていました。

7 
27
子どもの人権を守ろう!
子ども人権フェスタ

　夏休みの間、学校を離れている子どもたちへの人権啓発を目的
に、「夏休み子ども人権フェスタ IN 北中城」があやかりの杜で開
催されました。会場では、DVD 上映や紙芝居をはじめ、プラ板
制作やぬり絵など子ども達が楽しめるブースが用意され、村内か
らたくさんの子ども達が訪れました。また、子ども・保護者から
の人権に関する相談コーナーも設けられました。

7 
19 社明運動、北中城村で開催

　中南部保護区推進委員会（浦添市、宜野湾市、
西原町、中城村、北中城村）が主催する「社会
を明るくする大会」が村中央公民館で開催され、
約２５０人が参加しました。
　毎年７月に開かれる “社会を明るくする運動”
は、法務省が主唱して全国で一斉に行われてい
るものです。
　村内の小中学生を対象に「社会を明るくする
運動」をテーマに作文を募集。９人が表彰され
ました。
　北中城小６年の安里来実さん「言葉や周りの
人で世界は変わる」、島袋小６年喜屋武礼華さん

「心の持ち方って大切」、北中城中１年の後藤朴
然さん「思いやりの一歩から」をそれぞれ発表
しました。

　沖縄県コザ県税事務所管内8市町村の税務微収職員
相互併任辞令交付式、県税務微収職員併任辞令交付式
が5月11日に県中部合同庁舎で行われました。各市町
村や県税事務所税務職員の代表者が8市町村の副市町
村長より辞令の交付を受けました。
　併任の実施は、8市町村の税務職員が相互に、また県
の税務職員が市町村の身分を併せ持ち徴収業務を行う
事で、微収率の向上や担当職員の微収技術向上を図っ
ています。
　併任期間は、市町村税務徴収職員が5月11日から来
年3月31日まで、県税務微収職員が5月11日から来年3
月15日までとなっています。
　市町村税の徴収業務のノウハウを学び、県税および
他市町村職員と共同で徴収強化に向けて取り組むこと
で村税の徴収率向上に努めます。

　県内の大学生を中心とした沖縄大学メディア研
究会が、中村家住宅で美寿きたなかぐすくを取材
しました。取材したのは、古田健太（琉球大）さん、
岡村朗利（沖縄大）さん、照屋一輝（沖縄大）さん。
　今回のインタビューのテーマは「長寿について」。
美寿が回答する長寿の秘訣は「コミュ二ティの大
切さ」「好き嫌いをなくすこと」「人との交流、身
体を動かす、たくさん食べる」でした。
　同研究会は、「女性長寿日本一の村北中城村」「ヘ
ルスツーリズム」「サンライズエリア」の 3 つの観
点に着目し、取材を行っています。
　取材内容は、来年 3 月発行予定のタウンページ
沖縄本島版に特集記事として掲載されます。

沖大メディア研究会が
「長寿の秘訣」を取材
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■ 実施レポート！平成30年度　第1回北中城村グッジョブ地域連携協議会
　今年度の第１回北中城村グッジョブ地域連携協議会が5月22日（火）に行われました。
　今年度から参加する会員の方もおり、はじめに改めて本事業の目的や産学官・地域が連携するこ
とでどのような効果が見込めるかなど共有しました。
　その後の意見交換では、「将来の村を担う子ども達が、より夢や目標をかなえるためにどのような
支援が必要か？」や、「本事業が7年目を迎え、初年度の対象児童が高校3年生になることで、その
後の効果等の追跡調査をする必要がある」など、これまでの活動を振り返りながら、今年度の方向性について熱い意見を交わしました。
　今後も将来の北中城村を担う子ども達の支援を通し、更なる地域連携を深めるため活動を行います。地域の皆様のご協力を今後も
よろしくお願い致します。

ホームページ：http://gj-kitanakagusuku.com/　　 E-MAIL：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 午前9時〜午後6時

みんなで育てよう！北中城の未来の人財！
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以下の場合は窓口無料になりません

子どもたちの病気の早期発見、早期治療のために
子ども医療費助成制度の対象年齢の拡充と

給付方法に窓口無料化（現物給付）が導入されます！

高額療養費限度額認定証を医療機関の窓口に掲示しなかったとき　
（従来通り自動償還払いは可能）

他の公費負担医療制度（未熟児養育医療・育成医療など）の適用を
受けるとき

入院時等の食事療養費（従来通り自動償還払いは可能）

窓口無料化に対応していない県内の医療機関を受診したとき

県外の医療機関を受診したとき

窓口無料にならない場
合でも、今までどおり
申請により医療費を払
い戻すことができます。
ご不明な点は、お問い
合わせ下さい。

学校や保育所等でケガをした場合

学校・保育所等でのケガや疾病などの治療で、独立行政法
人日本スポーツ振興センターの災害給付の対象となるもの
は、子ども医療費助成の対象となりません。
子ども医療費助成受給資格者証を医療機関の窓口に掲示
せず、従来どおり医療費をお支払い下さい。

日本スポーツ振興セ
ンターの災害給付の
申請については、学
校・保育所等にお問い
合わせ下さい。

通 

院

対象児童

小学校
入学前まで

中学
卒業まで

自動償還 な　し

給付方法 一部自己負担金

入 

院

通 

院

対象児童

中学
卒業まで 現物給付

な　し

給付方法 一部自己負担金

入 

院

小学校入学前までは
現物給付、以降中学
卒業までは自動償還

現 行 見直し後

現在（平成 30 年８月末時点）、未就学児
のお子さまがいる世帯で、子ども医療費
助成を受給中の方には、9月中に新しい
受給者証（ピンク色）を発送いたします。

10 月 1 日以降はその受給者証と加入し
ている健康保険証を医療機関等の窓口
に掲示します。

窓口で医療費を負担することなく、無料
で医療を受けることができます。保険適
用外（健康診断、予防接種、診断書料、薬
の容器代など）のものなど、窓口無料化
できないものもあります。

1

1 2 3

2 
3

4
5

※入院など医療費が高額になる場合は、
　「限度額適用認定証」の掲示が必要です。

ご注意ください

受付窓口

健康保険証

平成30年1
0月

診療分から

（平成30年９月30日診療分まで） （平成30年10月１日診療分から）

（満15歳に
達した日以
後の最初の
３月31日）

沖縄県の対象年齢を超えて、北中城村独自に拡大いたします！

受給されていない
方は、窓口にて手
続き案内通知書を
発送いたします。

窓口無料化を受けるには窓口無料化を受けるには

対象年齢の拡充について

窓口無料化（現物給付）について

通院について、未就学児までだった対象年齢を村独自に中学卒業までに拡充いたします。

通院・入院ともに、未就学児までの対象の医療費が窓口で無料になります。

9月中に年齢を拡充した新しい受給者資格証（オレンジ色）を発送
いたします。

現在（平成30年8月末時点）、小学生以上のお子さまが
いる世帯で子ども医療費助成を受給中の方

9月中に手続き案内通知書を発送いたします。子ども医療費助成を受給されていない方

村役場 福祉課児童福祉係
子ども医療費担当　
935-2233（内線:252、253）

問い合わせ

対象は小学生以上中学生3年生まで

対象は未就学児のみ

詳細は村ホームページを
ご覧ください。
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北中城村安谷屋1346-1 2F  ☎935-5343

デイサービス きたなかぐすく 

“一人一人に寄り添い、
家庭的な雰囲気の中で
個別に対応いたします。”

“一人一人に寄り添い、
家庭的な雰囲気の中で
個別に対応いたします。”

●北中城
　村役場

ファミリークリニック
きたなかぐすく

←渡口交差点

高
速
道
路

↑
至
那
覇

名
護
↓

デイサービス
きたなかぐすく

アガペ会施設紹介

「認知症の方が対象となります。（定員12名）」

相談・見学は
随時受け入れて
います。

122018. 9月号 広報 

　　 イベント

■第71回北中城村陸上競技大会
日  ９月16日（日）
場  中城村・吉の浦ごさまる陸上競技場
問  村教育委員会生涯学習課
☎935－3773（担当・金城、祖納)

■公益社団法人日本針灸師会
「全国大会in沖縄」
日  10月28日（日）午前９時30分
内  県民公開講座
   「フレイルってなに？」
講  崎間敦さん（琉球大学グローバル
教育支援機構保健管理部門教授）
場  沖縄県男女共同参画センター
    「てぃるる」（１階ホール）
問  同大会事務局
☎854－9717

　　 
お知らせ

■イオン琉球 末吉会長
「観光に関する講演会」
日  9月18日（火）午後６時～７時30分
内  北中城村観光協会が設立して約2年。
今後の村観光について講演いただく。
講  末吉康敏さん（イオン琉球取締役
会長）　
場  イオンモール沖縄ライカムイオン
ホールA　　料  無料
問  北中城村観光協会
☎923－5888

　　 
募集

■歌碑巡り
日  10月７日（日）※小雨決行
午前8時30受付開始
内  沖縄の歌碑巡りをしながら、歴史
や文化を学び、その発祥の意味を理
解するとともに先人達の心にふれ、
沖縄のこころを再発見する。
講  古堅宗久さん　
場  県立石川青少年の家集合、歌碑場
所は国頭村
対  一般20人、定員達し次第終了
申  ９月18 ～ 25日
場  県立石川青少年の家
☎964－3263

■中部トリムマラソン
日  11月25日（日）
場  県総合運動公園補助競技場
種目／ 10km、３km（個人、ファ
ミリー親子の部）計３種目
申  県総合運動公園総合センター、
ファミリーマート他
〆  ９月中旬
¥  大人2,500円、小人1,500円、ファ
ミリー親子の部3,000円
問  同大会事務局　☎932－5115　
★抽選でハワイペア旅行券、東京
ディズニーランド、ユニバーサルス
タジオジャパンペア招待券が当たる

■第24回北中城村老人クラブ
親睦ゴルフ大会
日  10月29日（月）午前7時28分（各チー
ムスタート時間前45分までに集合）
内  老人クラブ会員の健康保持増進と
会員相互の親睦を図ることを目的に
したゴルフ大会。
対  村内在住60歳以上の老人クラブ
会員
場  大西テェラスゴルフクラブ　
申  大西テェラスゴルフクラブ　
☎935－4300　Ｆ  935－4603
申込み期間／ 10月1 ～ 13日まで。
¥  5,000円（プレー代、賞品代、食
事代含む）
問  村老人クラブ連合会事務局・新垣
☎935－4603　

日 日時 場 会場 内 内容 対 対象 定 定員
申 申し込み 締め切り〆 料金￥ 問い合わせ問

FAXF 講師講電話 メール

下 水 道 接 続 の お ね が い

９月10日は「下水道の日」です

～地域の環境を良くするために！～

～未来へと ほくらがつなぐ 下水道～
　下水道の重要性を理解していただき、普
及促進を図ることを目的に、村役場第２庁
舎１Ｆロビーにて、９月３日（月）～９月
10 日（月）まで「下水道の日」にちなん
だパネル展示を行います。また、展示会
場では花の種等の無料配布を行っておりま
すので、村役場へお越しの際には、ぜひ
一度お立ち寄りください。（※花の種等に
は限りがござい
ますので、ご希
望の方はお早め
にお越しくださ
い。）

•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、すみやかに公共下水道に接続
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30年度分のお申込み期間は平成30年５月１日（火）～平
成30年12月28日（金）までとなっております。

　詳しくは、広報５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。 ※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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■平成30年度11月開講障害者
委託訓練生募集
●パソコン・クラウド科
場  ＮＰＯ法人てぃだ与勝（うるま市）　
訓練期間／ 11月１日～平成31年１
月31日（３か月）
募集期間／９月３日～９月28日
¥  無料（但しテキスト料、検定料、
保険料等は自己負担）
問  具志川職業能力開発校
☎973－6680

■北中城村育英会『予約奨学生』
募集のお知らせ
内  北中城村育英会では、経済的理由
によって、就学が困難な学生の皆様
に対して学費の貸与（無利子）を行っ
ています。通常の募集に先立ち、平
成31年度に進学予定の方を対象に

『予約奨学生』を募集します。
対  本村に住所または本籍を有し、平
成31年度に学校教育法第１条に定め
る大学・短期大学に進学予定の方（現
在、大学・短期大学に在学中の方は
対象外です）・現在、世帯に本育英
会奨学生がいない方・収入、所得に
よる制限あり。給与所得者世帯は収
入600万円以内。営業収入者世帯は
所得300万円以内。 定  若干名（奨学
金月額）県内の大学・短期大学３万
円　県外・国外の大学・短期大学4
万円　大学院5万円
募集期間／９月３日（月）～９月28
日（金）　※申請書類等は、村教育委員
会教育総務課（中央公民館内）で配布す
る募集要項を参照。村HPにも掲載。
問  北中城村育英会　☎935－3773

（村教育委 教育総務課内）

　　 
求人

■北中城村雇用サポートセン
ター情報
求人・求職の無料登録・紹介から、
必要に応じて求職者への『職業訓練』
の相談もおこなっています。（職業訓
練は、常に募集内容が異なります）
※業種によっては、労働時間・休日
などの調整も可能な求人もあります。
※履歴書・職務経歴書の記入・面接
対策などもおこなっています。
※農作業を希望の方へは、農業求人

（JAおきなわ）一覧もあります。気軽
にご相談下さい。
※当センターにて求職登録後、職業
相談等をおこなうと『失業認定申告
書』へ求職活動実績証明も可能です。
※進学（高等学校など）を希望しない
お子さまの職業相談等もお気軽にご
相談ください。
※給食センターで働きたい方、大・大・
大募集です！まずは、ご相談下さい。
※イオンモール沖縄ライカムで働き
たい方、ご相談下さい。担当者とご
希望内容を伝えて、働きやすい条件
を調整する事も可能です。
※55歳以上の求職者向け、技能講習
情報もあります。
※現在、村ホームページ内で、雇用
サポートセンター登録、新着求人情
報更新が出来ないため、新着求人に
関しては、直接お問い合わせください。
問  村役場北中城村雇用サポートセンター
☎935－2233（内線120）
※開所時間は、午前８時30分～午後
３時30分まで。

■南部広域行政組合職員採用候
補者試験のお知らせ
■職種　行政職（上級）
■採用予定人員　１人程度
■受験資格　年齢等の要件があり。
■第一次試験日 平成30年10月14日
■試験案内・申込書
期間／ 平 成30年9月3日(月) ～ 9月
14日(金)
場  南部広域行政組合　総務課
問  南部広域行政組合総務課　八重瀬
町字東風平965番地
☎998－8390

　　 ご芳志

◆村老人クラブ連合へ
▼名幸房男様（渡口456－2） ３万円
故母　名幸サダ様の香典返しとして
▼安里信子様（大城74）　３万円
故夫　安里正一様の香典返しとして
◆村教育委員会へ
▼喜納昌久様（島袋65）　３万円
故　喜納順子様の香典返しとして
◆村社会福祉協議会へ
▼喜納昌久様（島袋65）　３万円
故妻　喜納順子様の香典返しとして
▼名幸房男様（渡口456番地の２）
　３万円
故母　名幸サダ様の香典返しとして
▼安里信子様（大城74）　３万円
故夫　安里正一様の香典返しとして
▼平良政子様（屋宜原797）　３万円
故夫　平良昭様の香典返しとして

毎年10月は「土地月間」
～大規模な土地取引には届出が必要です～

土地は限りある資源です。
国土の乱開発や無秩序な土地利用を防ぐため、
大規模な土地取引は市町村へ届け出ましょう。

　一定規模以上の土地取引の契約をしたときは、契約締結日
を含めて２週間以内にその土地の所在する市町村に届出をす
る必要があります。

【届出が必要な土地の面積】
○市街化区域 ……………………………………  2,000㎡以上
○市街化区域以外の都市計画区域 ……………  5,000㎡以上
○都市計画区域外 ……………………………… 10,000㎡以上
＜お問合せ＞
企画振興課　　　　TEL：935－2233（内線413）
沖縄県土地対策課　TEL：866－2040
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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31日（火）に村内の小中学校に勤務する教員の初任者研修、中堅教諭
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、最初に村立中央公民館ロ
ビーにて開催している企画展「北中城のいま・むかし」の解説を行い、村内の歴史や文化の概略
を説明しました。その後、若松遺跡、中城若松の墓、根

ニー
所
ドゥクル
、火の神（安谷屋）、荻道・大城の湧

水群と荻堂貝塚（荻道・大城）、ナスの御嶽と仲順大
ウフ
主
スー
の墓（仲順）、九

ク
年
ニン
堂
ドゥ
の御嶽（島袋）など

を巡見しました。
　今回の研修を通して、身近な地域の文化財から北中城村の歴史や文化を体感し、学校での授
業に活用していただければと思います。
　当係では、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

いいとこみっけ！きたなかぐすく Vol.2

子どもたちも認知症サポーターに！
　7月31日（火）に村内の小学校高学年～高校生14人が「認知症サポーター」
の仲間入りをしました。受講生からは、「これからは、やさしい声かけをしようと
思いました」との感想もきかれ、やさしい北中城村にまた一歩前進できました。
認知症サポーターは「なにか」特別なことをする人ではありません。認知症の人
やその家族の「応援者」です。

　　　今年もRUN伴(らんとも)が北中城にやってくる！
RUN伴とは「認知症になっても安心して暮らせる地域づくり」を目指して認知症
の人もそうでない人も自分の意思でタスキをつないで日本を縦断するプロジェク
トです。村内の会場は、ライカム・中部徳洲会病院周辺を予定しています。
RUN伴参加エントリー期間：９月１６日～１０月１７日
RUN伴の詳細は

昨年の様子

当日の様子

初任者・中堅教諭研修の様子（中央公民館にて） 初任者・中堅教諭研修の様子（若松公園にて）

予告

1125日

開催日

検索 RUN 伴

認知症サポーターの証
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平成元年８月２４日に姉妹町村盟約を締結しました。
平成３０年度から３１年度の２ヶ年度に渡り記念事業を展開し、３０周年を契機とした新たな交流のスタートにします。
　
平成３０年度の記念事業としては以下のものを予定しています。

１.学校給食への葛巻牛乳の提供　11月5日（月）
２.葛巻町・北中城村合同物産展
　 １１月９日（金）～１１日（日） ＠イオンモール沖縄ライカム
３.葛巻町・北中城村伝統芸能イベント
　 11月10日（土） ＠イオンモール沖縄ライカム
４.北中城村中学生の葛巻町での交流
　 １月８～11日
５.葛巻町での３０周年記念祝賀会（中学生の交流期間に予定）

夏がとまらない
藤岡拓太郎/著

1コマから2コマにするだけで、ただ
の絵が、ぐっと「映画」になる。ギャ
グ漫画家・藤岡拓太郎がTwitterな
どに発表した2コマ～数コマの1ペー
ジ漫画217本を収録。

女は笑顔で殴りあう
マウンティング女子の実態

瀧浪ユカリ・犬山紙子/著
「私の方が上ですけど?」 自分の優
位性を言葉や態度で誇示してしまう
女同士の「マウンティング」。タイプ別
マウンティスト、「攻め」と「受け」の関
係と傾向、回避法など、マウンティン
グ女子の実態を赤裸々に語り合う。

色気は分娩台に置いてきま
した。

ヤマダモモコ/著
ハゲだ! デブだ! ヒゲだ! でも、母
だ! 昼も夜もない赤ちゃんへの対
応と、すっかり老けこんだ著者の
「ありのママ」の日々を自虐的に綴
る。インスタグラム投稿をまとめた
爆笑イラストエッセイ。

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

パン教室
日　　時：１０月１７・２４・３１　毎週水曜日
　　　　　午前９時～１１時３０分 （全３回）
場　　所：北中城村立中央公民館　料理実習室
対 象 者：村内在住・在職の一般成人
定　　員：１５人
講　　師：豊原　真由美
内　　容：自宅でも作れる簡単パン作り
材 料 費：１５００円（3回分）
募集期間：９月２５日（火）～１０月１０日（水） ※定員に達し次第締め切ります。

葛巻町（岩手県）・北中城村姉妹町村締結３０周年事業の方針
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相談名  内　容と 　 き / と こ ろ / 担 当  相談員

税に関する
相談

相続・贈与・土地譲渡等の
税金の相談

人権問題、いじめ、サラ金、もめごと

行政に対しての苦情や
要望などの相談

法律的な相談であれば
どんな内容でも可

         としお

池宮城紀夫　弁護士 

税理士：喜納秀樹

那覇地方法務局（沖縄支局）
☎937-3278

比嘉洋子　行政相談員  
行政苦情 110 番 / ☎867-1100  
行政相談員への相談は / ☎935-2233  

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 

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～金 比嘉美奈子（教育相談員）
                            /　☎935-3773  

保健師・社会福祉士・ケアマネージャー  

子育て指導員（保育士） / ☎982-0505育児に関する相談全般

保健師・看護師、または
認知症専門医（要事前相談） 

専門相談員
専門相談員へのは / ☎935-2233  

人権相談

法律相談

行政相談

教育相談

障害に関する
相談

高齢者
なんでも相談

もの忘れ相談

心配ごと相談

ふれあい
子育てサロン

村役場総務課

村教育委員会
教育総務ー

村役場 福祉課

地域包括
支援センター
☎935-5922

村社会福祉
協議会

子育て
支援センター

9月5日（水）  午後1時～午後4時 
予約制です 予約先：村役場総務課 

           ℡935-2233（内313）

予約先：村役場総務課 
           ℡935-2233（内313）

9月4日（火）　午後1時～午後4時 
予約制です 

9月7日（金）　午後1時～午後4時 

育児に関する
相談 月曜日～金曜日

月曜日～金曜日

月曜日～金曜日

月曜日～金曜日

9 月 6 日（木）
屋宜原公民館

月曜日～金曜日
（要予約）

午後 2 時～午後 4 時

午前 8 時半～午後 3 時半

月曜日～金曜日

専門相談員への
相談は毎週
水曜日～金曜日

午前 10 時～午後 3 時

午前 8 時半～午後 5 時15分

午前 8 時半～午後 5 時15分
もの忘れ・認知症の介護に
お困りなことなど

高齢者の健康、介護、権利など全般

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）

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

午前 8 時半～午後 5 時15分

★第1火曜日：総合社会福祉センター 
★第2火曜日：喜舎場公民館 
★第3火曜日：島袋児童館 
★第4火曜日：大城公民館（いずれも午前10時～正午まで）

★第1金曜日：和仁屋公民館
★第2金曜日：総合社会福祉センター
★第3金曜日：島袋公民館
★第4金曜日：安谷屋公民館

午前 8 時半～午後 5 時

午前 10 時～午後 4 時

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
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