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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 !
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まつりは大盛況！

第33回「北 中 城 し お さ い ま つ り・青 年 エ イ
サー」がしおさい公苑で開催されました。
22日のしおさいまつりでは、９代目美寿きた
なかぐすくのお披露目や、昨年の仲順流り大会
受賞者の演奏、村内各団体の演舞や披露があり
ました。
23日の青年エイサーまつりでは、子どもエイ
サーや村内各自治体のエイサーなど村内外から
多くの人が訪れまつりを楽しみました。
最終日のフィナーレには、引退した安室奈美
恵さんの曲「Hero」に合わせて花火が打ち上げ
られ、会場は歓喜に包まれました。花火は両日
合わせて 780 発が打ち上げられました。
9

1・2

第30回 北中城村長杯
沖縄県選抜少年サッカー大会!!!

第３０回北中城村長杯沖縄県選抜少年サッカー大会
（主催：北中城村・北中城村教育委員会・
（社）沖縄県
サッカー協会）
が9月1、2日に宜野湾市海浜公園多目的
広場で行われました。海邦国体記念事業として、北中
城村のサッカー振興の契機とし、本県少年サッカーの
レベル向上への寄与と県内のリーダー養成の一環とし
て毎年この時期に開催しています。
第３０回大会を記念して、新垣村長のキックオフセ
レモニーで幕あけし、北中城選抜チームをはじめ各地
区から代表選抜の 1６チームが熱戦を繰り広げました。
各地区から選抜されたチームとあってレベルの高い
試合が展開され、意義ある大会となりました。
試合の結果 優 勝：那覇 FC

準優勝：沖縄市
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カジマヤーパレードで大行列

イオンモール沖縄ライカムでトゥシビー祝いとしてカ
ジマヤーパレードが行われました。
パレードでは今年カジマヤーを迎える 4 名を華やか
に飾られたオープンカーに乗せて館内を回りました。
今年パレードに協力いただいたのは安里永一さん、
安里永行さん、大城ヨシさん、大城ヨシ子さん。家
族や買い物に来ていた人たちにお祝いされ、涙を見せ
る場面もありました。
昨年に引き続き今年で 2 回目。今年は芸人のあり
んくりんがパレードを盛り上げました。買い物客も突
然のパレードに最初は驚いた様子でしたが、配られた
風車を持って行列に参加し皆でお祝いしました。
2018. 11月号 広報
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歓迎 ! 南米留学生

海外移住者子弟研修生
①アルゼンチン
名
前：Higa Maria Lucina（比嘉 ルシナ）
生年月日：1993年4月23日
世
代：3世
出 身 地：仲順
②ペルー
名
前：Yino Oshiro Karen Mika（飯野 ミカ）
生年月日：1991年6月9日
世
代：３世
出 身 地：熱田

友好親善と国際交流の推進を目的に、アルゼンチ
ン、ペルー、ブラジルの三カ国より３人の留学生が来
沖しました。約３カ月間北中城村で学び、交流しま
す。村内でみかけたら声をかけてくださいね！
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③ブラジル
名
前：Oshiro Amanda Tiemi（大城 アマンダ）
生年月日：1996年5月1日
世
代：３世
出 身 地：和仁屋

第 23 回 村老連グラウンドゴルフ大会
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児童オリンピック開催！

琉球新報社が主催する「第３８回新報児童オリンピッ
ク大会」が県総合運動公園陸上競技場で開催されまし
た。かけっこ教室で活動しているクラブ「ファーストラン」
から村内の児童らが参加しました。大会結果は次の通り
3年女子２×１００ｍリレー優勝／32秒89（比嘉さら、當眞愛琉）
3年女子１００m／２位１６秒０６（比嘉さら）
4年女子ジャベリックスロー／３位 24ｍ07（大泊彩菜 ）
4年女子１００ｍ走／６位１５秒３８（外間 舞 ）
歳以上

91歳 與儀 徹（島袋）
９月７日（ 金 ）に沖 90
特別賞 91歳 比嘉 富子（島袋）
縄県総合運動公園レ
90歳 金城 千代（石平）
クリエーションドーム
優 勝 屋宜原老人クラブ１組
準優勝 熱田かりゆし会１組
で村老連主催（会長、
３ 位 荻道老人クラブＡ
安里幸男）による第２
４ 位 島袋老人クラブ１組
３回北中城 村老人ク
優 勝 上里幸雄(屋宜原)
ラブ 連合 会グラウン
準優勝 大城正和(渡口)
３ 位 安里喜良(熱田)
ドゴルフ大 会 が３２
優 勝 安里サエ子(島袋)
チーム、約１９０名の
準優勝 楚南マサ子(屋宜原)
参加で開催しました。
３ 位 比嘉富子(島袋)
大会結果は右→
※ホールインワン
団体の部

個人の部
男(性）

個人の部
女(性）

１回が３７名、２回が６名、３回が１名。
計５２回（計４４名）
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（有）協進より寄付
（有）協 進 の 関 係
者の皆さんが村役場
を 訪 れ、50,000円
の寄附がありました。
寄附金については村
長が必要と認める事
業へ使われます。
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ゆるキャラの投光器寄贈

宜野湾北中城村トンネル
工事を手掛けた大城組・豊
神建設・テックサービスJV
（特定建設工事共同企業体）
より和順トンネルが完成した
ことを記念して、村ゆるキャ
ラのイラストが入った投光器の寄贈がありました。今後は、
村のイベントやまつりなどで使用されます。
わ ちゅん

お知らせ
■映画「きたなかスケッチ」
村内上映決定！ 無料

①11月4日（日）午前11時
＠安谷屋公民館
※安谷屋区民のみ参加可能
②11月10日（土）
午後12時
＠イオンモール沖縄ライカム（1Fグ
ランドスクエア）
※上映後に南島の演舞体験もあり
③11月10日（土）
午後3時、午後5時
＠イオンモール沖縄ライカム（3Fイ
オンホールA）

高齢者インフルエンザ
無料予防接種のお知らせ

65歳以上の方は、全額公費負担（無
料）でインフルエンザの予防接種がで
きます。接種を希望される方は、早め
の接種をお勧めします。

接種回数は１回
日時：平成30年10月1日
～平成31年2月28日まで
対象は北中城村に住所を有する方
で、接種を希望する次のいずれかに該
当する方
①65歳以上の方
②60歳～64歳の方で心臓・腎臓・呼吸
器等に重度の障害のある方

接種場所：指定医療機関。
各自お問い合わせ下さい。
村役場健康保険課健康対策係
☎935－2233（内線268）

詳しくは「まいにちちゅーぶ」
問 中部広域市町村圏事務組合
☎929−1685

■第24回文化祭「展示部門」

11月17日
（土）
、18日
（日）午 前10
時～午後６時
（日曜５時まで）
内 書道、水墨画、美術・工芸、陶芸、
茶道、華道、文芸、写真、盆栽の展示。
陶芸部によるカーミスーブ、ロクロ
体験・玄関前にて販売コーナー、オー
クションあり。図書室では文芸部に
よる朗読会（午前11時と午後２時）
場 中央公民館
問 北中城村文化協会
☎935−3773（内線26）
日

■沖縄サンライズQRコードで
スタンプラリー

日 2018年10月20日～2019年1月
20日
内 沖縄東海岸に位置する与那原町、
西原町、中城村、北中城村の４町村
のスポットに設置されたQRコード
のスタンプを集めると、商品や特典
が当たるスタンプラリーを開催。
詳 し く は「 オ キ ナ ワ サ ン ラ イ ズ ラ
リー」
問 東海岸地域サンライズ協議会
☎945−4540（長嶺、石新）

日 日時 場 会場 内 内容 対 対象 定 定員
申 申し込み 〆 締め切り ￥ 料金 問 問い合わせ
電話 F FAX
メール 講 講師

イベント
■第16回スージーグヮー美術館

日 11月10日
（土）～ 11日
（日）
午前10
時～午後４時
内 大城自治会全域を美術館と見立て
てオープンガーデン、公民館での作
品展示、中村家前での市場、ミニコ
ンサートなど。沖縄芸術大学も協力
参加。 場 大城区 問 大城自治会
☎935−3591（新垣）

■新庄まつりの山車行事

日 11月24日
（土）～ 25日
（日） 午後
２時～午後４時
内 中部広域市町村圏事務組合と山形
県最上広域市町村圏事務組合の広域
間姉妹提携30周年交流事業。山形県
新庄市の山車もやってきます！
場 沖縄国際カーニバル会場内
（沖縄
市音市場周辺、コザゲート通り）

年末調整等説明会のご案内について

年末調整及び法定調書等の作成のしかたについて、
「沖縄コンベンションセ
ンター劇場棟（宜野湾市真志喜4-3-1）」において、以下の日程で開催いた
します。
開催日
11月21日㈬
11月21日㈬

対象市町村等

時

間

会

場

沖縄市、北谷町、読谷村、中城村

10:00～12:30 沖縄コンベンション
センター 劇場棟
宜野湾市、うるま市、嘉手納町、北中城村 13:30～16:00
宜野湾市真志喜
4-3-1
手話通訳者による説明希望者
13:30～16:00

※１ 説明会会場へのお問い合わせは、ご遠慮願います。
２ 会場駐車場には限りがありますので、公共交通機関をご利用いただきますよう
ご協力をお願いします。

お問い合わせ先

沖縄税務署（代表 098-938-0031）

○国税についての一般的なご質問は 「電話相談センター」 でお答えします。
音声案内に従い番号 「１」 を選択願います。
○税務署にご用の場合は、 音声案内に従い番号 「２」 を選択願います

2018. 11月号 広報
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■コールデンファーレ会員募集

毎週月曜日 午前10時～ 12時
内 楽しく歌って、健康保持促進を目
的に、発声練習やリクエスト曲（愛
唱歌、懐メロ）や課題曲（世界の歌、
日本の歌、沖縄の歌）の練習をする。
講 泉惠得先生
（琉大名誉教授）
¥ 3,000円
（１ヶ月）
申 中央公民館で直接申し込み
日

■もう一度学びたい方へ～平成
31年度入学に向けて県立宜野
湾高等学校通信過程説明会

日 11月25日
（日）
・12月９日
（日）午後
４時10分
内 通信制の学習の仕方について
場 宜野湾高校 問 同高校通信制課程
☎942－2363

ご芳志
◆育英会へ
▼金城サキ子様（仲順66番地）２万円
故夫 金城義男様の香典返しとして
◆村社会福祉協議会へ
▼比嘉盛市様（安谷屋５番地）３万円
故妻 比嘉トシ様の香典返しとして
▼宮城永光様
（安谷屋100番地）
３万円
故弟 宮城永市様の香典返しとして
▼金城サキ子様（仲順66番地）２万円
故夫 金城義男様の香典返しとして
◆村老人クラブ連合会へ
▼金城サキ子様（仲順66番地）2万円
故夫 金城義男様の香典返しとして
▼喜屋武吉元様
（島袋232番地）6万円
米寿記念祝として

平成29年度

■年金出張相談会（先着25人程
これら被疑者の早期検挙に取り組ん
度。要予約）
でいるところです。
日 11月21日
この指名手配被疑者の発見に向け
（水）
午前９時30 ～午後４時
場 北中城村役場第2庁舎3階大会議室
た捜査活動には、国民の皆さんの協
内 コザ年金事務所職員による年金出
力が必要です。指名手配被疑者によ
く似た人を見かけたという情報など、 張相談会。▽年金受給の相談 ▽年
わずかなことでも結構ですので警察
金記録の確認 ▽年金見込額の算出
に通報お願いします。
（50歳以上）。
問 沖縄警察署 ☎932－0110
（持ち物）年金手帳、顔写真付身分証
明書（免許証、パスポート）
※顔写真付きの身分証明書などがな
募集
い場合、年金手帳と健康保険証など
２つ以上の提示が必要。
■ココロ からだ おなかを満たす！
※本人以外の方の年金相談には、委
～健康マエストロ養成講座～
任状が必要。
日 11月23日
（ 金・ 祝 ）午 前9時20 ～
予 問 コザ年金事務所お客様相談室
午後３時30
☎933－2267（音声のあと、
【1】
→【2】
内 栄養・運動・休養の3つについて、
をおしてください）※予約の際、基礎年
体験しながら楽しく学び、ホテルラ
金番号が必要なのでご用意ください。
ンチブッフェも楽しめます。
場 ＥＭウェルネスリゾート コスタ
■指名手配被疑者の検挙にご協
力を！
ビスタ沖縄 ホテル＆スパ
¥ 1,500円
（ランチビュッフェ・ス
平成30年８月末現在、全国の警察
パ利用券つき）
から指名手配されている者は、凶悪
申 健康保険課の窓口、電話
事件などで特に警察庁が指定してい
定 先着20人程度
る重要指名手配被疑者を始めとして
対 ①～④のすべてに当てはまる方
約600人。これらの被疑者は、殺人、
①村内在住者 ②20歳以上65歳未
強盗などの凶悪事件のほか、暴行、
満 ③初参加者 ④昨年度(平成29
傷害、窃盗、詐欺、横領等の事件に
年4月1日以降)または今年度に健康
関して指名手配されており、再び犯
診断(人間ドック)を受診した者
行を行うおそれがあります。
１1月は残りわずか！
警察では、特に重大な犯罪の被疑
問 村役場健康保険課健康対策係
者を選定した上で、11月中に全国警
☎935－2233（内線 267・268）
察の総力を挙げて追跡調査を行い、

ごみ処理施設（青葉苑）のダイオキシン類
測定結果のお知らせ
平成29年
11月17日

平成29年
12月22日

大 気 汚染 防止 法
ダイオ キ シン 類
対策特別措置法

1号炉煙突

2号炉煙突

5.0以下

0.00014

0.00005

試験（採取）日
調査項目
排ガス
ダイオキシン類

毒性等量
ng－TEQ／㎥N

＊単位：ng（ナノグラム）＝10億分の1グラム
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「勤労感謝の日」のごみ
収集について
11月23日（金）の「勤労感謝の日」
は、ごみ収集がお
休みとなっており
ます。
村民の皆様にはご迷惑をおかけい
たしますが、ご理解・ご協力の程よ
ろしくお願いいたします。

アガペ会施設紹介

北中城若松病院
『回復期リハビリテーション病棟』
ひとりひとりの回復段階に合わせた
効果的なリハビリを提供します。
〒901-2395 沖縄県北中城村字大城311
TEL 098-935-2277

特定医療法人

中村家 ●

●
中北
消防

グループホームわかまつ
中城公園

北中城村安谷屋1346-1 1F ☎982-0181

●
成田山

若松苑

北中城

若松病院

重度認知症デイケア あしゃぎ

・入所療養介護
・短期入所療養介護
・若松苑デイサービス

2018. 11月号 広報
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平成29年度

決算状況

平成29年度の決算が9月の村議会で認定されました。北中城村の財政は
健康!?皆でチェックしてみましょう!

決算は黒字?赤字?
平成29年度北中城村一般会計決算額
歳入:88億9,435万円(対前年度比8,412万円、0.9%の減)
歳出:83億6,987万円(
〃
1億6,232万円、1.9%の減)
歳入から歳出と繰越額を差し引いた実質収支は、4億8,436万円の黒字です。
△北中城中学校 新校舎

財政指標を見てみよう!

村の財政は健全?
健全化判断比率の状況

主な財政指標
(参考)県内
平成28年度 平成29年度 市町村平均
(H28)

評価

81.2%

85.1%

86.7%

良好

財政力指数

0.52

0.57

0.36

良好

公債費負担比率

6.7%

7.2%

8.3%

良好

平成28年度

平成29年度

評価

実質赤字比率(15%)

赤字なし

赤字なし

良好

連結実質赤字比率(20%)

赤字なし

赤字なし

良好

経常収支比率

実質公債費比率(25%)

5.1%

5.3%

良好

将来負担比率(350%)

60.7%

68.5%

良好

各指標（早期健全化基準）

地方公共団体は毎年1回、
「地方公共団体の財政の健全化に関
する法律」に基づき財政状況の検査を受けます。

本村は4つの指標の基準値全てを大きく下回り健全な状態です。

各指標

「地方自治法」に基づく決算統計による財政指標では、財政力
指数が上昇し過去最高の数値となりました。
経常収支比率、公債費負担比率は値が低いほど良い状態で
す。両方とも県内市町村の平均を下回っており概ね良好です。

主な事業を見てみよう!
【ハード事業】

【ソフト事業】

○北中城中学校改築事業・・・・・・・・・・・・・12億9,174万円

○高齢者インフルエンザの無料化・・・・・・・・・・・929万円

○村道北中城高校127号線整備事業・・・・・・・・8,365万円

○保育士処遇事業費補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・377万円

○ロウワープラザ地区用地先行取得事業・・・・6,940万円

○農を活かした北中城活性化事業・・・・・・・・・5,253万円

○アワセ土地区画整理組合負担金・・・・・・・・・・5,985万円

○地域おこし協力隊事業・・・・・・・・・・・・・・・・・2,172万円

○荻道・大城湧水群周辺環境整備事業・・・・・・・3,590万円

○障害福祉サービス事業・・・・・・・・・・・・・4億3,639万円

○放課後児童クラブ整備事業・・・・・・・・・・・・・・・・896万円

○国保赤字補填繰出金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,115万円

○防災行政無線システム整備事業・・・・・・・・・・・・724万円

○就学援助事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,140万円

○ライカム交差点交流オアシス整備事業・・・・・・623万円

○児童生徒(社会教育関連含む)派遣支援・・・・・901万円

○公営墓地整備事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・514万円

○学習支援員、特別教育支援員配置事業・・・・5,222万円

※より詳しい決算資料は、北中城村HPをご覧下さい!

お問合せ/村役場企画振興課 財政係

☎935-2233(内線412)
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振興
化
文
り
だよ

捨ててしまうその前に！
文化振興係では、文化財等の保存・活用のため民具や歴史資料の収集を進めています。年末の大掃除の際に
古い道具や文書（地図）など、捨ててしまう前に文化振興係までご連絡ください。
「壊れて使えない」
「寄贈する
ほどのものではない」などでもかまいません。一度、当係までご相談ください。皆様から寄贈していただいた民
具や歴史資料は毎年、村立中央公民館で開催している企画展や歴史学習など様々な場面で活用されています。
今、捨てようと思っているその物が貴重な宝物かもしれません。
きしょう

以下の例の他にも稀少なものがあれば捨ててしまう前にご連絡ください。
ばしょう

・衣に関する用具：染織物、バサージン（芭 蕉の着物）など
なべぶた

かご

・食に関する用具：鍋類、鍋蓋（カマンタ）、籠類（ソーキ、ムチウブサー）、食器類（マカイ、ウジン）、
きつえん

喫 煙具（キセルなど）、食品加工具など

・住に関する用具：ニクブク、ランプ、火鉢など
みの

くわ

・農

具：蓑、鍬類など

・畜

産

用

具：馬具、トーニなど

・漁

具：サバニ、ティールなど

・大

工

用

具：バンジョウガニ、墨壺など

・紙

資

料

類：古い時代の地図、古民家・亀甲墓などの図面、家譜、写真（アルバム）、その他古文書類など

・戦

争

関

連：軍服、刀剣類、勲章、千人針、軍事郵便など

・そ

の

さおばかり

し び ら ん か

他：装身具（ジーファー）、織機、オーダー、竿秤、升、紫微鸞駕、香炉、電化製品など
お問合せ／村教育委員会 生涯学習課 文化振興係

☎935-3773

バスをもっと便利に
「路線バス」と聞くと、
“いつ来るかわからない”、
“時間通りに来ない”、
“どのバスに乗ったらいいかわからない”など、マイナスのイ
メージを持つ人も多いはず…。より多くの人に公共交通を利用してもらうため、路線バスやその周りの環境が変わり始めています。
そのひとつが、
「沖縄本島路線バス総合案内システム」！略して“バスなび沖縄”パソコンや携帯端末から、バスの位置情報やルート検
索がひと目でわかり大変便利です。通勤や通学、ちょっとした買い物に利用してみませんか。

“バスなび沖縄”の便利な機能

“バスなび沖縄”の検索方法

１．現在地の確認
パソコンからは…
バスの現在地、到着予定時刻がわかります。
「バスなび沖縄」で検索もしくはURL
２．接近案内メール
（https://www.busnavi-okinawa.com/top）を直接入力！
バスの接近をケータイ、スマホにメールで
携帯・スマホなら… こちらのQRコードから→
お知らせします。
～おまけ～
３．時刻表の確認
「バスなび沖縄」に引き続き、高校生のための便利なサイ
バス停に行く前に発着時刻をチェックできます。
ト“通学バス運行情報サイト”ができました。
「 バスなび沖
縄」が持つ機能に加え、学校周辺の渋滞情報も入手可能とな
４．経路検索
りました。登下校時のバスライフにお役立てください！
目的地までの経路、料金、所要時間を検索できます。

パソコンもしくは携帯・スマホから…「通学バスなび」を検索
or http://shimatate.net/bus/を直接入力

いいとこみっけ！きたなかぐすく Vol.4
9月21日（金）に、
（公社）認知症の人と家族の会沖縄県支部主催の「おきなわ
中央公民館で開催されました。講師には特定医療法人アガペ会理事長

世界アルツハイマーデー記念講演会2018」が北中城村立

涌波淳子氏をお招きしました。講演では、認知症についてとても

分かりやすく教えて頂き、地域全体で安心して暮らせる社会をともに考えていく必要性を話されていました。村内からの参加者も多く、
参加者からは「認知症の方への接し方や心得を再認識できた」、
「認知症は誰にでもなるということが広がれば、安心して暮らせる社会に

ト
ベン 予

告

イ

なると思う」という感想がありました。

12/1
（土）

講師を務めてくださった涌波 淳子氏
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参加者のみなさんも、認知症予防のゲームでにっこり♪

北中城村

地域づくりフォーラム
場所：村立中央公民館
申込み不要 参加費無料

住民の皆さんと一緒に健康づくりや地域における
支え合いについて考えるフォーラムを開催します。
興味のある方は、ぜひご参加ください♪

北中城村教育委員会 生涯学習課
☎９３５－３７７３

チョークアート講座

フラダンス教室（全3回）

日
場
対

時 12月8日
（土）午後1時30分〜4時30分
所 北中城村立中央公民館 2階研修室
象 村内在住親子 30組
（小学生以上）
子供のみの参加もOK
講 師 菜畑 九
（沖縄チョークアート協会代表 チョークアーティスト）
内 容 クレヨンに似たオイルパステルという画材を
使い、
黒板に指で描く温もりのあるアートです。
大人でも子供でも気軽に楽しめます。
材 料 費 800円
（1枚）
持 ち 物 手ふきタオル・エプロン
※汚れてもよい服装でお願いします
募集期間 11月12日
（月）
〜11月26日
（月）
ただし、
定員に達し次第締め切ります

「おやすみえほんくん」

ラマディエ ぶん ブルゴー え
えほんくんとおやすみの準 備をしよ
う！
さあ、歯みがきしてトイレに行ったら、
おはなし読んであげて…。うとうとねむ
そうなえほんくんを寝かしつけること
で、寝る準備を自分でできるようにな
る絵本。

太極拳教室（全 3回）

フラダンスの基礎を学びます。
初めての方大歓迎！
フラをとおして心身共にリフレッ
シュ！！

しなやかな身のこなしと腹式呼吸を
組み合わせた動きで無理なく筋力
アップ！全身をリラックスさせ疲労
回復とストレス解消をはかります

日

日

時 ①11月15日
（木）
②11月22日
（木）
③11月29日
（木）
午後8時〜9時
場 所 村立中央公民館
講 師 友利孝子
受 講 料 無料
対 象 村内在住・在職の方なら
どなたでも参加できます
募集期間 11月1日
（木）
〜14日
（水）

「退屈をぶっとばせ」
自分の世界を広げるために本気で遊ぶ
Joshua Glenn 著 Elizabeth Foy Larsen 著
大人をきたえよう、すぐに「すごい！」とほめさせな
い。戦いの掟、ルールを守れば取っ組み合いから
学ぶ事は多い…。10代の子どもたちに向けて、退
屈な世界や大人に支配されない意味のある人生の
作り方を紹介。おすすめの本、映画、音楽も掲載。

時 ①11月14日
（水）
②11月21日
（水）
③11月28日
（水）
午前9時30分〜11時
場 所 村立中央公民館
講 師 石川真璃
受 講 料 無料
対 象 村内在住・在職の方ならど
なたでも参加できます
募集期間 11月1日
（木）
〜13日
（火）

「小さな苔の森」
テラリウムで元気に育つ!
石河 英作 著
小さな苔の緑色があなたの心の癒しに。数
ある苔の中から、テラリウムで育てやすいお
すすめの種類と、工夫すれば育てられる種
類を、それぞれのポイントにふれながら紹
介。寄せ植えなどの楽しみ方も。

■ 実施レポート！きたなかキッズJOBクラブ
「きたなかキッズJOBクラブ」が今年も8月7日から17日にかけて行われ、村内在住の小学校5 〜 6年生計
17名が参加しました！
きたなかキッズJOBクラブでは、子ども達に北中城の魅力を発信できる力を身に付けると共に、未来の
地域リーダー育成を目的としています。今年度はリーダーシップの強化を目標とし、子ども達はそれぞれ役割
を持ち、６日間のプログラムを実践しました。事前学習で1泊2日の宿泊学習を行い、リーダーシップやチーム
ワークなどをレクリエーションや野外炊飯などを通して学びました。職業体験では、農園での収穫体験や
ホテルの接客体験など地域の事業所に協力いただき、様々な活動を行いました。
9月23日に行われた北中城村青年エイサー祭りでは「きたなかキッズJOBクラブ修了式」をまつり会場
ステージで行い、たくましく成長したメンバーを代表して1名が感想を述べて締めくくりました。
各実施の詳細は、協議会のブログに載せております。是非そちらもご覧ください。

みんなで育てよう！北中城の未来の人財！
ホームページ：http://gj-kitanakagusuku.com/
お問合せ／北中城村グッジョブ地域連携協議会

E-MAIL：kitanaka@goodjoboki.com

☎：080(8379)1053

※平日 午前9時〜午後6時
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相談名
税に関する
相談

と

き / と こ ろ / 担当

内

11月7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）

人権相談

11月2日（金） 午後1時～午後4時

法律相談

11月1日（木） 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）

行政相談

11 月 1 日（木）
午後 2 時～午後 4 時
石平公民館

教育相談

月曜日～金曜日
午前 8 時半～午後 3 時半
（要予約）
月曜日～金曜日

午前 8 時半～午後 5 時 15分

障害に関する
専門相談員への
相談
相談は毎週
水曜日～金曜日

午前 10 時～午後 3 時

高齢者
月曜日～金曜日
なんでも相談

午前 8 時半～午後 5 時 15分

もの忘れ相談 月曜日～金曜日

午前 8 時半～午後 5 時 15分

村役場総務課

村教育委員会
教育総務課

地域包括
支援センター
☎935-5922

午前 10 時～午後 4 時

村社会福祉
協議会

育児に関する
月曜日～金曜日
相談

午前 8 時半～午後 5 時

子育て
支援センター
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相続・贈与・土地譲渡等の
税金の相談

税理士：喜納秀樹

人権問題、いじめ、サラ金、もめごと

那覇地方法務局（沖縄支局）
☎937-3278

法律的な相談であれば
どんな内容でも可

池宮城紀夫

行政に対しての苦情や
要望などの相談

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

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）
/ ☎935-3773

としお

弁護士

専門相談員
専門相談員へのは / ☎935-2233

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・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）

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）

育児に関する相談全般

★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（いずれも午前10時～正午まで） ★第4金曜日：安谷屋公民館
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相談員

知的・身体・精神に障害をお持ち
村役場 福祉課 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）

心配ごと相談 月曜日～金曜日

ふれあい
子育てサロン

容

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

子育て指導員（保育士）/ ☎982-0505
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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