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小規模多機能ホーム
若松きたなかぐすく

お気軽にご来場下さい。 相談・見学は
随時受け入れて
います。

平成30年11月4日（日）
13時半（予定）
小規模多機能ホーム
若松きたなかぐすく前の駐車場

開 催 日：　
開催時間：
会　　場：

第10回 毎年恒例
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「広報 きたなかぐすく」Facebook はじめました !
広報誌に掲載しきれなかった写真や村内のイベント情報などをお届け
しています。ロゴ付の記事は関連情報をFacebookで公開しています。

広報 北中城 検 索 QR コードを読み取るか「広報 北中城」で検索 !

喜舎場保育所で“オオゴマダラ”を飼育8 
28

第 42 回 村老連ゲートボール大会8 
3

　８月３日（金）に沖縄県総合運動公園レクリエーション
ドームで、会員の親睦や生きがいづくりを目的として村
老連主催（会長、安里幸男）の第42回ゲートボール大会
を 行 い、17チーム、
約100名が参加し、
日頃の練習の成果
を発揮しました。
　大会結果は右→

宝くじ助成金でクーラー、
IH クッキングヒーター等を設置

91歳　與儀 　徹（島袋）
91歳　比嘉 富子（島袋）
90歳　金城 千代（石平）
仲順老人クラブチーム
渡口寿会チーム
屋宜原老人クラブ３組
島袋老人クラブ２組

優　勝
準優勝
三　位
四　位

　  

　平成 30 年度の敬老会（主催：北中城村、北
中城村社会福祉協議会）が中央公民館で開かれ
ました。村内の 75 歳以上の敬老会対象者は
2323 人、会場へは 372 人が詰めかけました。
　今年は北中城村が「女性平均寿命日本一」を
３期連続達成したことで注目が集まり、会場内
は多くの人で熱気に包まれました。
　今回参加者の最高齢者は 110 歳の與那嶺ナヒ
さん。記念品をもらい、司会者のインタビュー
にもしっかりと答えていました。
　敬老会の参加者には、長寿を願って紅白の城
まんじゅうとお米が配布されました。

110歳も参加！村敬老会
9  

4

　平成 30 年度一般コミュニティ助成金の活用によっ
て、石平自治会に冷房設備等が設置されました。
　この事業は、宝くじ助成金による社会貢献広報事
業の一環として実施されているもので、コミュニティ
活動に必要な備品を整備することにより、地域社会
の健全な発展と住民福祉の向上に寄与するための事
業であります。
　今回の整備によって、公民館事業の充実や活発な
団体活動を通して地域の活性化が期待されます。

母子手帳ケースの寄贈8 
30

　JA おきなわ北中城支店より、母子手帳ケースの寄贈
がありました。JA 共済地域貢献活動の一環で、次世代
を担う子どもを妊娠・出産する妊婦さんを祝福するとと
もに、安心して子どもを産み育てることができる環境づ
くりへの支援を目的とし、昨年度より行われています。
   今年度村に寄贈された母子手帳ケースの総数は 200
個で、母子手帳、診察券などのカード類や筆記用具も「使
いやすそうで、妊婦さんに喜んで使っていただけると思
う。素晴らしい母子手帳ケースを寄贈していただきあり
がとうございます」と新垣村長から感謝の言葉がありま
した。

特別賞

商工会青年部より図書券寄贈9 
13

　地域貢献の一環として、北中城村商工会青年部
より北中城小、島袋小へ各 2 万円の図書券が寄贈
されました。この日は北中城小で図書券で購入した
本17 冊の贈呈式が行われ、村商工会青年部会長の
金城孝文さんは「自分が子どもの時に読んでいた本
が今もあると思う。ずっと残るものが良いと思い、
たくさんの子どもたちに本を手にとってもらいたい」
と話しました。
　商工会の図書券の寄贈は今回初めてですが、今
後は毎年継続していきたいということです。 　喜舎場保育所の庭に金色の蛹で

有名なオオゴマダラの“食草ホウラ
イカガミ”を育てています。
　子どもたちは、ホウライカガミの
周りに集まり、オオゴマダラの幼虫・
蛹・成虫を夢中になって観察します。
幼虫から蛹になる瞬間や蛹から成虫になる瞬間を真近で観
察できるよう、屋内で網籠でも飼育しています。
　子どもたちは、わずか１～２分の間にオオゴマダラの姿が
変わる様子を見て、生命の不思議さを知り、命を実感しま
す。きれいなチョウチョになった時は「やったー」と喜び、
成虫になれずに死んでしまった時は「かわいそう」と、涙ぐ
む子もいます。
　スマホやゲーム等に夢中になる子どもが増えた時代だか
らこそ、喜舎場保育所では、「自然環境を整え、実体験を
通して得られる感動を保障する保育」を実践しています。

（喜舎場保育所・米須未子所長）

そう   た

夏休み橋作り体験8 
8

　８月４日の橋の日にちなんで、中央公民館で村内
小学生が参加する「橋作り体験」がありました。橋
ができるまでの工程を動画で学び、実際に模型を
使って橋の硬さなどを確認しました。北中城小４の
宮城颯太くんは「夏休みの自由研究を探していたの
で、橋のことを色々学べて楽しかった。日本各地の
橋を勉強したい」と感想を話しました。
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　栄養のたのしみ方を提案するイベント「栄養ワン
ダー2018」が、7月～8月にかけて全国1260ヶ所で開
催され、北中城村でも4ヶ所で開催しました。
　イベントでは、栄養をたのしむためのコツをまとめ
た「栄養ワンダーブック」や協賛社提供商品（キウイな
ど）の配布があり、おいしくたのしく栄養について考
える機会になりました。
　●  7/  6 （金）　沖縄銀行 北中城支店
　●  7/24 （火）　熱田公民館 （りっかりっか会）
　●  7/25 （水）　島袋公民館 （脳活体操サークル）
　●  8/  6 （月）　琉球銀行 北中城支店

小・中学生球技大会8 
5

　８月５日（日）、村教育委員会、北中城村スポーツ推進委員
協議会主催の第３１回小学生球技大会・第３９回中学生球技
大会が行われました。
　小学生のドッジボールに（低学年の部）５チーム、（高学年の
部）９チームが参加し、中学生のバスケットボールに（男子）３
チーム、（女子）２チームが参加しました。
　会場の暑さにも負けず、子どもたちは元気いっぱい頑張って
いました。また、保護者や関係者も応援に駆けつけ、子ども
たちに熱い声援を送りました。

思春期講演会8 
31

「栄養ワンダー2018」
おいしくたのしく食べる！

7/6
~8/6 

　北中城中３年生を対象に、思春期保健体験学習事
業の第一弾を開催しました。
　｢助産師からの “いのちのメッセージ”｣と題し、琉大
医学部保健学科・大嶺ふじ子教授が、受精から出生
までを映像を通して説明しました。
　また琉大医学部保健学科３年生による｢大学生から
のメッセージ “性＝生”｣をテーマに、思春期の男女の
性の悩みや、飲酒や喫煙が成長期に及ぼす影響など
について、ロールプレイがありました。
　北中城中３年の仲宗根香晴さんは、「性に関する正
しい知識や思春期における健康について考えることが
できた。今日学んだことを無駄にすることなく頑張っ
ていきたい」と感想を述べました。

パッションフルーツカレー10月１日より販売開始

　新たな北中城村の特産品開発として、昨年度より村ではパッションフルー
ツのブランディングに取り組んでいます。
　村内で生産したパッションフルーツをピューレとして加工し、村内事業所
に限定販売しています。
　今回は和食「樂」にてパッションフルーツのピューレを使ったカレーが新
たなメニューとして誕生しました。フルーティーなカレーに村産ＥＭ栽培卵が
添えられています。

・ 小学生ドッジボール（低学年の部） 優勝：喜舎場チーム
・ 小学生ドッジボール（高学年の部） 優勝：喜舎場チーム
・ 中学生男子バスケットボール　　 優勝：島袋チーム
・ 中学生女子バスケットボール　　 優勝：島袋チーム

 対戦結果

和食「樂」   （住所）島袋1251-5　 （電話）098-989-3582　 （営業開始）午後6時

和食
「樂」 
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　なんといっても北中城村は「女性平均寿命日本一」
を 15 年誇る素晴らしい地域です。その秘訣はアー
ユルヴェーダの観点からみると実は“食”にあり
ます。
　アーユルヴェーダは和訳すると“長寿の知恵”の
意味。アーユルヴェーダでは、家庭菜園など半径
5 キロ以内のものを摂取するとＤＮＡ的にも体調を
改善すると言われています。
　沖縄はまさに、台所薬局！おばあが火傷や日焼け
にアロエを剥いて塗ってくれたり、冷えや皮膚疾患
にヨモギを貼ってくれたりしますよね。おばあの知
恵と同じ考え方を持つアーユルヴェーダは、インド
では 5000 年前から伝統医学として、医師が健康長
寿になるための医学や治療体系として病院にて行わ
れています。沖縄とインドは気候が似ているために、
取れる薬草や食材も似ていて、ウッチンや冬瓜、
アロエ、ヒハツなどがインドでは処方として丸薬や
塗り薬になっています。

　もし、しおさい市場で冬瓜を見つけたら、まずは
両手を揃えて拝んでから手に取るくらい、貴重な健
康食財です。間違えても重いからと言って足で転が
さないでくださいね。
　冬瓜は通常スープや煮つけ、キッパンなどで活用
されるケースが多いですが、アーユルヴェーダでは、
冬瓜を煮詰めてジャムのようにして摂取したり、夏
の暑い盛り、皮膚疾患が出やすくなったときにも、
冬瓜を食べたら炎症が収まりやすくなることもあり
ます。　
　インドでは知性を上げるものとして、子供に朝 1
杯の冬瓜ジュースを飲ませたりします。１週間毎
日試してみるだけで、子供も大人も頭がよくなった
のを実感できるとも言われています。

　また、神経系を改善するものとしてもインドでは
活用されており、冬瓜ジュースで神経や心の落ち着
きを取り戻すといわれています。また、病中病後の
消化力が低いときの滋養強壮剤や、断食中の食事と
して、また体の熱が高すぎるときの炎症系を鎮静す
るためにも活用します。冬瓜と相性のよいものは、
生のはちみつやヒハツなどもよいですね！
　私が主宰するスクールの生徒さんに冬瓜について
聞くと、「ごろごろと沢山ありすぎて、庭によく転
がってるさぁ」と言われたりしますが、アーユル
ヴェーダ専門家の私にとっては貴重すぎる冬瓜であ
り、とても大事なアーユルヴェーダ健康食財です。
　「慶良間は見えてもまつげは見えない」という沖
縄のことわざがあります。「他人の事は良く解るが、
自分の事を知る事は難しい」という意味です。
　みなさん、北中城村は宝の山ですよ！宝の山の上
に座っていては見えませんが、身近にありすぎると、
当たり前すぎて特別に見えない物が実は宝物だった
りします。改めて外から眺めると貴重であることが
再確認できることもありますね。
　外国では、医師に処方されるほどの食財が眠って
いる沖縄・北中城村！村民の皆様が、日常的におば
あの知恵を活用しながら、村の宝で地元食財から皆
さんがもっともっと元気になってくださることが願
いです。
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　　 お知らせ

■全国一斉法務局休日相談
日  10月7日（日）午後1時～午後４時半
内  土地建物の相続登記や抵当権の抹
消登記▽会社法人設立登記や役員の
変更登記▽隣地との筆界に関するこ
と▽いじめなどの人権問題▽地代家
賃の供託▽無戸籍▽その他
場  那覇地方法務局
問  那覇地方法務局
☎854－7951（事前予約制です）

　　 
募集

■北中城村量水器検針業務委託
員募集
募集期間／ 10月12日（金）まで　
募集人数／１人　業務内容／水道
メーター検針等に関わること
業務委託期間／平成30年11月1日～
平成31年3月31日まで
委託料／村の規程による
募集年齢／昭和34年4月2日以降に
出生した者～平成11年4月1日まで
に出生した者（※学生不可）
応募方法／希望者は履歴書（写真貼
付）を上下水道課へ提出してください。
問  村役場上下水道課
☎935－2233（内線613）　

■平成30年度留学生貸与奨学
生募集
募集期間／ 10月15日（月）まで
採用人数／ 12人程度
対  沖縄県内に住所を有する者の子弟
で、日本国の大学生・大学院生に相
当する国外の教育機関等に在学して
いる者、日本国の特別支援学校の専
攻科に相当する国外の教育機関等に
在学している者。ただし、語学研修
プログラムのみを受講する者など、
非正規の学生は除く。詳しくはHPへ　
http://www.oihf.or.jp/
問  沖縄県国際交流・人材育成財団奨
学課　☎942－9213　

■女性のためのセルフケア
（全2回）
日  10月17日（水）、24日（水）午後７時
～８時半
内  1回目　更年期をチャンスにする
心と体のメンテナンス講座＆簡単エ
クササイズ　2回目　美しくデトッ
クス！　ドリンク付き
講  更年期ライフデザインファシリ
テーター　仲宗根美幸さん
EFSC酵素ファスティングアドバイ
ザー　玉城こずえさん　 ¥  2,500円　
場  あやかりの杜 会議 室　 定  15人　
問  あやかりの杜　☎983－8060　

■織物教室　全3回
日  10月30日（火）、11月6日（火）、13日

（火）午前10時～午後12時
内   グァテマラの原始機（げんしばた）
で織物を織る　講  君島智海さん
¥  3,500円（材料費は別途1,500円）
場  あやかりの杜工芸室
定  15人　問  あやかりの杜　
☎983－8060

■親子で楽しく！～簡単レシピ
で本の中のお菓子を作ろう～
日  11月10日（土）午後１時半～午後
３時半　対  小学生親子　
場  中央公民館調理室
¥  500円　講  玉城留美さん
問  あやかりの杜　☎983－8060

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

※納税は口座振替が便利です。手続き方法につきましては
　村役場までお問い合わせください。

固定資産税
第1期

5月1日 7月31日 12月25日

8月31日 10月31日 平成31年
1月31日

平成31年
2月28日

5月31日

7月2日

第2期 第3期 第4期

村県民税

軽自動車税

【お問い合わせ】 村役場税務課 徴税係 ☎935－2233

終了

終了

終了

終了

終了

終了

10月は村県民税第3期の
納期となっております。

納め忘れに
注意！

カンキツグリーニング病持ち込み診断のご協力のお願い
沖縄県ではカンキツグリーニング病まん延防止のため、無料の持ち込み診断を実施。

世界的に重要なかんきつの病害。
感染すると数年後に枯れてしまう。

４方向から症状のある葉を含む枝を
１本ずつ採取し、袋にいれる。

持ち込み診断の依頼や
お問い合わせは
右記にお願いします。

カンキツグリーニング病とは？

持ち込みサンプルの採集方法

病気の広まり方 ： ミカンキジラミという虫、病気の木からの取り木・接ぎ木
病気の治療方法 ： ない。病気の木は感染源となるので速やかに伐採処分する。

病気の症状

主脈の黄化  脈間黄化     黄化

①市町村役場農林水産担当課・最寄りの JA 営農振興センター
②農業改良普及センター中部 : 098-894-6521 南部 : 098-889-3515 
　農林水産振興センター北部 : 0980-52-2752 宮古 : 0980-72-3149 八重山 : 0980-82-3497
③病害虫防除技術センター本所 : 098-886-3880 宮古 : 0980-73-2634 八重山 : 0980-82-4933
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■2019おきなわマラソン
ランナー募集
日  2019年２月17日（日）
種目／フルマラソン

（午前９時スタート）、10ｋｍロード
レース（午前９時40分スタート）
¥  6,000円（一般・陸連登録者）、
5,000円（高校生・65歳以上）
10kmロードレース
3,700円（一般）、2,200円（高校生）
申込受付期間／９月１日(土）～ 12
月７日（金）※締切後の申込延長なし。
申込方法／同実行委事務局、琉球新
報、沖縄テレビ他
問  おきなわマラソン実行委員会事務局　
☎938−0088　
おきなわマラソンで検索

■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  申  大西テェラスゴルフクラブ
☎935−4300  Ｆ  098−935−4987
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

　　 
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。
※55歳以上の求職者向け、技能講習
情報もあります。
①コールセンタースタッフ養成講習　
10月９日（火）～ 17日（水）  定  10人
②農業スタッフ養成講習
10月22日（月）～ 30日（火）  定  ５人
※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。

　　 ご芳志

◆村老人クラブ連合へ
▼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
◆村社会福祉協議会へ
▼比嘉春子様 （喜舍場167−2）３万円
故夫　比嘉清好様の香典返しとして
▼玉城英則様 （熱田314）３万円
故母　玉城ハツ様の香典返しとして

平成31年度　北中城村立北中城幼稚園　入園案内
村立北中城幼稚園では、平成31年４月入園の受付を下記の日程で行います。
入園を希望する方は、お子さん同伴のうえ手続きを行って下さい。
「預かり保育申込書」は、当日、配布いたします。
日　時： 平成30年11月30日（金）
　　　　 午後２時から午後４時
　場　所： 北中城村立北中城幼稚園
　対象児： （年長児） 平成25年４月２日生～平成26年４月１日生
　　　　  　（年少児） 平成26年４月２日生～平成27年４月１日生
　持参するもの
　①　入園案内の通知書　　　　② 支給認定申請書　　　　③ 健康診断書
　④　アレルギー調書　　　　
　⑤　所得課税証明書 （市町村民税、 税額控除、 収入が確認できるもの）
　　　※⑤は平成30年１月１日に村外に住民登録があった方のみ
　⑥　保護者の認印　

《問い合わせ》
  北中城村教育委員会
  教育総務課　
  ☎935－3773

※「①入園案内の通知書」とあわせ「②支給認
定申請書」「③健康診断書」

　「④アレルギー調書」の様式を10月下旬ま
でに自宅へ郵送いたします。

※その他、個々の状況により提出書類が必要
な場合がありますので、通知書に同封する
「平成31年度北中城幼稚園入園申込み提出
書類」をご確認下さい。
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比嘉 温子さん

大城 美智子さん

退任  民生委員・児童委員新  民生委員・児童委員

　北
中
城
村
議
員
選
挙
が
９
月

９
日
に
行
わ
れ
、
11
日
に
当
選

証
書
付
与
式
が
村
役
場
内
で

あ
り
ま
し
た
。

有権者
（人）

投票者
（人）

投票率
（％）

前回投票率
（％）

13,279 7,651 57.62 63.50

 比　嘉　次　雄 703
 比　嘉　義　彦 647
 比　嘉　盛　一  584
 名　幸　利　積 572
 喜屋武　すま子 570
 天　久　朝　誠 535
 大　城　律　也 531
 伊　集　守　吉 499
 上　間　堅　治 465
 稲　福　恭　秀 413
 比　嘉　義　弘 412
 金　城　高　治 389
 山　田　晴　憲 367
 安　里　道　也 322
（次） 平安山　和　美 294
（次） 屋　良　朝　春 238

得 票 数

上間 堅治（49）
島袋  現2

稲福 恭秀（65）
荻道  新

比嘉 義弘（72）
喜舎場  現3

金城 高治（55）
仲順  現2

山田 晴憲（68）
島袋  現4

安里 道也（58）
喜舎場  新

喜屋武 すま子（69）
島袋   現2

天久 朝誠（36）
和仁屋  現3

大城 律也（68）
熱田  新

伊集 守吉（67）
屋宜原  新

比嘉 次雄（63）
荻道  現5

比嘉 義彦（62）
安谷屋  現5

比嘉 盛一（67）
島袋  現2

名幸 利積（54）
熱田  現4

北中城村

村議員選挙

14人が決定
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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

文化振
興

だよ
り文化振
興

だよ
り

企 画 展　～村の歴史や文化にふれた夏♪～
　文化振興係では、８月１日から31日までの期間に村立中央公民館１階ロビーにおいて、企画展「北中城のいま・
むかし」を開催しました。今年は村内の発掘調査の動向や、『島袋のろ殿

ドゥンチ
内資料』の調査で明らかになった各ノロ

殿内の様子など、最新の調査成果も紹介しました。
　来場者の方々から「いろいろな資料があり勉強になった」、「ノロについて分かりやすかった」などの感想をいた
だきました。展示を通じて、魅力ある村の歴史や文化を身近に感じられたことでしょう。ご来場いただいた皆様、
ありがとうございました。

　また、展示した民具は村内の方々から寄贈
していただいたものです。文化振興係では、こ
れからも貴重な民具の収集や、さまざまな調
査を行っていく予定です。これらの成果を紹介
する場として、展示内容を充実させていきたい
と思います。今後とも皆様のご協力をよろしく
お願い致します。

お問合せ／村教育委員会 生涯学習課 文化振興係　☎935-3773

㊗北中城村婦人会創立70周年祝賀会
日 時　平成30年12月9日(日)
　　　　　午後3時〜5時
場 所　北中城村立中央公民館ホール
問い合せ　会　長(090-6861-0400/玉城)
　　　　   事務局(090-1943-0325/喜納)

幸齢者学級（第4回目）
日 時　10月17日（水）午後2時〜4時
場 所　レーントゥーセントラル
　　　　　（ボウリング場）
内 容　レッツ！ボウリング！
参 加 費　¥500（シューズ・ゲーム代込み）
※現地集合・現地解散

現役婦人会員の皆さん、OB会員の皆さん
参加よろしくお願いします。

「星空撮影の教科書」
中西昭雄，MOSH books 著

カメラの設定や必要な機材、撮影
スポットの探し方、事前の撮影シ
ミュレーションなど、星空を美しく
撮影するためのさまざまなノウハ
ウを解説する。お役立ち資料集も
掲載。

「地層のきほん」
目代邦康，笹岡美穂 著

地層の縞模様はどうしてできる? 
岩石や化石から何がわかる? 地層
に関する基本的なことや、地球の
さまざまな特徴について、わかり
やすいイラストで解説する。地層
の利用や調べ方なども収録。

「マニキュアフラワー&
UVレジンアクセサリー」

hina工作室 著
マニキュアで膜を張るだけのシンプ
ルで繊細なお花。UVレジンをのせ
たぷっくりかわいいデザイン…。ア
イディア次第で簡単に作れるアクセ
サリーを写真レッスン付きで掲載。

65歳以上の方ならどなたでも参加できます！
一緒に楽しい時間を過ごしましょう！
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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

10月3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）

10月4日（木）　午後1時～午後4時 
予約制です 

10月5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

10月4日（木）
瑞慶覧公民館

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

11月1日（木）

11月7日（水）

法 律 相 談

税 に 関 す る 相 談

1 1 月の事業予定

と　き 事業等


