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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 !

　岩手県葛巻町の牧場より産地直送の牛乳が北
中城村内の幼稚園、小学校、中学校の給食に届
きました。
　北中城村と葛巻町の姉妹町村30周年を記念し
たもので、早朝から冷凍車で約2000本が各学校
に運ばれました。牛乳の他にも岩手の郷土料理
の「ひっつみ汁」も登場し、児童らは東北の味
を楽しみました。また島袋小学校では、岩手県
のくずまき高原牧場とテレビ電話を繋ぎ、直接
お礼を伝えました。
　岩手県葛巻町は、人口6500人に対して牛は
１万頭という酪農が盛んな地域。のどかな牧場
で牛がのびのび育つため、ストレスがなく、甘
味が強い牛乳に仕上がるのだそう。
　島小４年の宮城勇輝くんは「こんなにおいし
い牛乳があったんだ！新鮮でとてもおいしかっ
た」と話しました。

岩手のおいしい牛乳届いたよ！11  
5

赤ちゃん抱っこ体験10 
29

　北中城中学校3年生を対象に思春期保健体験学習
として、赤ちゃん抱っこ体験が行われました。
　今年で25回目となるこの体験は8月30日に行わ
れた思春期講演会と2部構成。子育て中のお母さん
からお話を聞いたり、実際に赤ちゃんと触れ合うこ
とで命の大切さを学び、将来の子育てについて考え
るきっかけづくりになることを目的にしています。
　この日、協力してくれた親子は39組。生徒達はク
ラスごとに分かれ、恐る恐る赤ちゃんと触れ合って
いました。
　生徒達は「甥っ子がいるから小さい子は慣れてい
る」「すぐ泣かれてしまった」など、それぞれ感想を
話していました。

森田孟則前教育長表彰10 
30

　第60回全国社会教育研究大会の青森大会で森田
孟則前教育長が沖縄県代表に選出、表彰されました。
北中城村からは初めて。
　村社会教育委員、副会長、県生涯学習審議会会長、
県教育長に対し、青少年の健全育成、学校教育と社会
教育の融合、地域の活性化、社会教育委員の役割など
を提言しました。
　森田さんは「村民が子ども達と関わりあえる活動
を微力ながら尽力していきたい」と話しました。

　９月22日に行われた中頭地区中体連陸上競技大
会で、北中城中学校が男女総合優勝を果たし、村長へ
報告しました。
　陸上部顧問の安里先生は「昨年に引き続き総合優
勝。今年は３年生の雰囲気がとても良かった」と話
し、砂川教育長は「今年の北中城中は、各分野でとて
も頑張っている。この勢いで今後もますます頑張っ
てほしい」と喜びを伝えました。
　11人が県代表として出場します。

給食を楽しく食べて色ぬりを楽しもう！10 
3

　喜舎場保育所では、食育の一環として４歳・５歳
児を対象に、毎日の給食を食べて色ぬりを楽しむ取
り組みを行っています。給食ぬりえは毎月違う絵柄
で、楽しんで食べて自分たちで決めた好きな色を
ぬっています。企画した佐藤直美先生は、「苦手な食
べ物が少しずつ減っていき、子どもたちの食に対す
る興味も深まっている。今後は、村内にも普及して
いけたら」と話していました。毎月ぬりえのデザイ
ンを担当しているのは、地域おこし協力隊の山口か
すみさん。山口さんは今年２月に同所の壁画制作も
担当しました。
　子どもたちは、「来月は何かな～？」と期待してい
るのがとても印象的でした。この日もにぎやかにゆ
んたくしながら、ぬりえを楽しんでいました。
　ぬりえに関する問合せ／企画振興課　☎935-2233

（内線415）

北中城中陸上、男女総合優勝10 
9

救急防災フェア9 
9

　９月９日の救急の日にちなんで、地域住民の救
急、防災に対する意識を高めることを目的に「救急
防災フェア」（中北消防主催）がイオンモール沖縄ラ
イカムで開かれました。
　救急体験コーナーや防災ゲーム、消火器体験コー
ナーなど、来場者は災害現場での救急知識を学んで
いました。

高校生まちづくりコンテスト10 
30

　高校生まちづくりコンテスト（主催：宜野湾青年会
議所）で、上位入賞を果たした村内在住の高校生、比
嘉柊太郎さん（北谷高校２年／仲順）、仲宗根尚丸さ
ん（北谷高校２年／島袋）らが村長へ３位入賞を報告
しました。
　同コンテストは、北中城村、中城村、宜野湾市に住
む高校生を対象に、自分たちの地域の将来像を考え
てプレゼンテーションするコンテスト。村観光協会
のスタッフと共に地域を学び、発表しました。

しゅうたろう しょうまる
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屋宜原自治会１００周年11 
4

第 5回黄金わらび会主催『元気っ子うんどう会』10 
3

　村総合社会福祉センターで、黄金わらび
会主催のうんどう会が開催されました。
　黄金わらび会とは北中城村にて子育て
支援に関わる『子育て支援センター』、『児
童館』、『子育てサロン』、が家庭保育の親子
の集い場所、仲間づくり、相談窓口として
三者が互いに協力して子育てを応援する
会です。
　今年は0歳～4歳の親子41組が参加し年
齢ごとの親子種目や、ダンス、玉入れにも
参加しとても楽しいうんどう会となりま
した。初めて参加するお子さんは慣れない
環境に驚いて泣き出す子もいましたが、お
母さん、お父さんと一緒に最後までがん
ばっていました。

第 24回 村老連親睦ゴルフ大会10 
29

　10月29日（月）に大西テェラスゴルフクラブで村
老人クラブ連合会主催（会長、安里幸男）による第24
回村老連親睦ゴルフ大会が開催され、52名が参加
し、大いに盛り上がりました。成績発表を兼ねた懇
親会にて参加者全員に賞品も行き渡り和やかな雰
囲気の中で終了しました。
　大会の成績は次の通りです。

交流保育
てぃくま高専さんいらっしゃい！

10 
11

ベストグロス賞
優　勝
準優勝
三　位
ニアピン賞

ドラコン賞　

安里正一（喜舎場）
比嘉一雄（和仁屋）
安里政紀（喜舎場）
伊佐好男（屋宜原）
佐久本盛安（仲順）、比嘉英順（島袋）、
米須清光（屋宜原）、喜屋武寛（島袋）
比嘉孝則（喜舎場）

ＥＭホテル　表示マーク交付11 
7

　防火基準を満たしたことを示す全国統一
の「適マーク」が、「ＥＭウェルネスリゾート
コスタビスタ沖縄ホテル＆スパ」へ交付さ
れ、中北消防にて、交付式が行われました。
　適マークは、防火安全に関する基準に適合
した宿泊施設に交付されるもので、このマー
クを基準に宿泊施設を選ぶことで、安心して
施設を利用することができます。

沖縄県消防協会中部地区支会
消防団操法大会

9 
7

　「ポンプ車操法」「小型ポンプ操法」
など消防団訓練の競技を競う大会、
中部地区支会消防団操法大会が沖縄
県消防学校で開かれました。出場団
体はニライ消防団、宜野湾市消防団、
沖縄市消防団、うるま市消防団、中北
消防団、浦添市消防団の６消防団。
　中北消防団はチームワークを発揮し
て応用操法で３位入賞を果たしました。

　「子育て支援センターきたなかぐすく」にて、北中
城村介護予防事業「てぃくま高専」を招待し、10月生
まれの誕生会を行いました。
　０歳～４歳の親子11組と70代～90代の10人が
来所し、誕生日祝いをし、楽しい時間を共有しまし
た。子どもたちや、おばあちゃん達も元気な明るい笑
顔を見せました。元気と優しさを感じる素敵な交流
会でした。 
　「子育て支援センターきたなかぐすく」は、0歳～
小学校就学前の幼児とその家族が自由に遊べる施設
です。子育て相談員（保育士）による育児相談や季節
に合わせた楽しい行事を開催しています。お気軽に
ご利用ください。 

　子育て支援センターきたなかぐすく
☆北中城村役場ＨＰにて毎月のお便りを掲載！ 

　屋宜原区分離独立100周年記念祝賀会が屋宜原公
民館で開かれました。
　屋宜原区は屋取集落として、喜舍場に属し「喜舍場
後原」として称され、1917年（大正6年）行政上分離
独立しました。
　式典では、屋宜原字誌編纂委員委員長の大城盛光
さんが屋宜原区の歴史に触れ、祝賀会では乾杯に始
まり、屋宜原青年会や老人クラブが踊りで会場をに
ぎやかにしました。
　前自治会長で現在村議員の伊集守吉さんは「屋宜
原の先輩方は大変若々しく元気。これから屋宜原の
200周年に向けての原動力にしましょう」とあいさ
つし幕を閉じました。

くし  ばる

適マークを手にするＥＭホテル取締役専務の西渕泰さん（中央）

　エイサー柄Tシャツ
を販売するトミハチ
（安谷屋）が、商工会特
産品フェア「ありんく
りん市」にて、優秀賞を
受賞し、代表の豊見山
豪さんと商工会会長らが村長に報告しました。
　トミハチは、完全受注生産のユニホーム販売を手
がけ、生地の状態からデザインを印刷する「昇華プ
リント」でエイサー柄をTシャツに再現。沖縄の産
業まつりでも県連会長賞を受賞しています。
　エイサー柄のTシャツの種類は、カスリ、はっぴ、
チョンダラーの３種類。イオンモール沖縄ライカム
内の北中城村トラベルマートきたポでも販売して
います。

「エイサー柄のTシャツ」優秀賞受賞10 
23
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沖縄市消防団、うるま市消防団、中北
消防団、浦添市消防団の６消防団。
　中北消防団はチームワークを発揮し
て応用操法で３位入賞を果たしました。

　「子育て支援センターきたなかぐすく」にて、北中
城村介護予防事業「てぃくま高専」を招待し、10月生
まれの誕生会を行いました。
　０歳～４歳の親子11組と70代～90代の10人が
来所し、誕生日祝いをし、楽しい時間を共有しまし
た。子どもたちや、おばあちゃん達も元気な明るい笑
顔を見せました。元気と優しさを感じる素敵な交流
会でした。 
　「子育て支援センターきたなかぐすく」は、0歳～
小学校就学前の幼児とその家族が自由に遊べる施設
です。子育て相談員（保育士）による育児相談や季節
に合わせた楽しい行事を開催しています。お気軽に
ご利用ください。 

　子育て支援センターきたなかぐすく
☆北中城村役場ＨＰにて毎月のお便りを掲載！ 

　屋宜原区分離独立100周年記念祝賀会が屋宜原公
民館で開かれました。
　屋宜原区は屋取集落として、喜舍場に属し「喜舍場
後原」として称され、1917年（大正6年）行政上分離
独立しました。
　式典では、屋宜原字誌編纂委員委員長の大城盛光
さんが屋宜原区の歴史に触れ、祝賀会では乾杯に始
まり、屋宜原青年会や老人クラブが踊りで会場をに
ぎやかにしました。
　前自治会長で現在村議員の伊集守吉さんは「屋宜
原の先輩方は大変若々しく元気。これから屋宜原の
200周年に向けての原動力にしましょう」とあいさ
つし幕を閉じました。

くし  ばる

適マークを手にするＥＭホテル取締役専務の西渕泰さん（中央）

　エイサー柄Tシャツ
を販売するトミハチ
（安谷屋）が、商工会特
産品フェア「ありんく
りん市」にて、優秀賞を
受賞し、代表の豊見山
豪さんと商工会会長らが村長に報告しました。
　トミハチは、完全受注生産のユニホーム販売を手
がけ、生地の状態からデザインを印刷する「昇華プ
リント」でエイサー柄をTシャツに再現。沖縄の産
業まつりでも県連会長賞を受賞しています。
　エイサー柄のTシャツの種類は、カスリ、はっぴ、
チョンダラーの３種類。イオンモール沖縄ライカム
内の北中城村トラベルマートきたポでも販売して
います。

「エイサー柄のTシャツ」優秀賞受賞10 
23

9 2018. 12月号 広報 
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　　 イベント

■第21回　わかてだを見る集い
日  12月22日  午前6時30分～午前8時
内  世界遺産の高台から、太平洋に登
る「わかてだ」の日の出を太鼓演舞、
舞踊などで迎え、讃えましょう。
¥  無料
場  世界遺産中城城跡
問  中城城跡共同管理協議会
☎935−5719

　　 お知らせ

■ヘルプマークをご存知ですか？
ヘルプマークとは内部障害・難病・発
達障害または妊娠中の方など、外見
からわからなくても援助や配慮を必要
としている方々が、周囲の方に配慮を
必要としていることを知らせることが
できるマークです。東京都が導入し、
その後JIS（日本工業規格）の案内用図
記号に登録され、全国的な広がりが
期待されています。沖縄県でもヘル
プマークを配布していて各市町村の
窓口で受け取ることができます。か

ばん等に吊り下げられるヘルプマー
クを村役場で配布していますので、
受け取りを希望する方は、福祉課へ
申請してください（無料です。障害
者手帳等を所持していなくても対象
となります。）

このマークを
見 か け た ら、
バスや電車内
で席をゆずる、
困っているよ
うであれば声
をかけるなど、
思いやりのあ
る行動をお願
いします。

問  村役場福祉課社会福祉係
☎935−2233（内線254）

■４町村（北中城村・北谷町・
嘉手納町・読谷村）保育士合同
就職説明会
日  12月15日午後１時～午後４時
内  北中城村・北谷町・嘉手納町・読
谷村の4町村の保育士合同就職説明
会。服装自由、託児所設置予定。
¥  無料
場  嘉手納町中央公民館（嘉手納町役
場の駐車場をご利用下さい）
対  保育士の資格があり、保育園へ就
職を希望される方▽平成31年3月に
保育士養成校を卒業される予定の方
▽保育士を目指している方
問  村役場児童福祉課福祉係
☎935−2233（内線253）

　　 募集

■平成31年県立コザ高校定時
制課程特別募集
内  コザ高校の入学試験には、特別募
集制度があります。特別募集に出願
できるのは、勤労者（家事含む）で満
20歳以上の方です。学力検査は行い
ません。希望者は１月中に出身中学
に申し出て志願書等を依頼する必要
があります。
定  40人　問  コザ高定時
☎937−3563

　　 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。（職業訓練に
関しては、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あり。
◎履歴書・職務経歴書の記入・面接
対策、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。◎農作業をご希望
の方へ、農業求人（ＪＡおきなわ）一覧
あり◎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。
問  村役場 北中城村雇用サポートセンター
☎935−2233（内線120）

（午前8時30分から午後３時30分まで）

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

しおさい市場店長募集！
北中城村アンテナショップしおさい市場では、店長を募集しています。
勤務時間：午前９時～午後６時
休　　日：日曜日を含めた週休２日制
※経営、経理経験者優遇します。

（問い合わせ）　村役場雇用サポートセンター
  　　電話935－2233（内120）
　　　　　　　※（開所時間は平日午前８時30から午後３時30まで）　　
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■在日米軍従業員の事前募集
沖縄県在住の満18歳以上の方で、イ
ンターネット又は、窓口のいずれか
１回の応募。インターネットは『Ｌ
ＭＯ（エルモ）』で検索。
問  独立行政法人 駐留軍等労働者労務
管理機構（エルモ）沖縄支部・管理課　
☎921－5532

　　 ご芳志

◆村老人クラブ連合へ
▼稲福マサ子様（安谷屋617－1） 
2万円（米寿記念祝として）
▼比嘉良治様（喜舎場83） 3万円

（米寿記念祝として）
▼比嘉辰夫様（仲順213） 2万円

（米寿記念祝として）
▼比嘉善孝様（仲順195） 3万円

（米寿記念祝として）
▼新垣善秀様（石平2143） ５万円

（故母 新垣ノブ様の香典返しとして）
▼仲村セツ様（安谷屋148－2）2万
円（米寿記念祝として）
▼宮城シズ子様（安谷屋151）２万円

（米寿記念祝として）
▼比嘉初子様（安谷屋210－9）２万
円（米寿記念祝として）

▼比屋根好子様（安谷屋210－1）
２万円（米寿記念祝として）
▼米須寛様（屋宜原152－1）５万円

（米寿記念祝として）
▼大城ヨシ子様（渡口69）３万円

（カジマヤー記念祝として）
▼安里永一様（荻道32）

（金額の掲載を希望しない）
（カジマヤー記念祝として）
▼安里永行様（荻道３）

（金額の掲載を希望しない）
（カジマヤー記念祝として）

◆育英会へ
▼仲本清子様（安谷屋1360－2）3万
円（米寿記念祝として）
▼米須寛様（屋宜原152－1）５万円

（米寿記念祝として）
▼安里永一様（荻道32）（金額の掲載
を希望しない）

（カジマヤー祝記念として）
▼匿名希望様（安谷屋在住）３万円

（一般寄付として）

◆社会福祉協議会へ
▼比嘉良治様（喜舎場83）３万円

（米寿祝記念として）
▼新垣善秀様（石平2143）５万円

（故母 新垣ノブ様の香典返しとして）

▼比嘉辰夫様（仲順213）２万円
 （米寿祝記念として）
▼比嘉善孝様（仲順195）３万円

（米寿祝記念として） 
▼中村文子様（島袋197）３万円

（米寿祝記念として）
▼比嘉初子様（和仁屋195）３万円
 （米寿祝記念として）
▼當間豊子様（島袋260－12）３万円 

（米寿祝記念として）
▼宮城シズ子様（安谷屋151）２万円

（米寿祝記念として）
▼米須寛様（屋宜原152－1）５万円

（米寿祝記念として）
▼崎原春子様（屋宜原62－1） ３万円

（故夫 崎原惟利様の香典返しとして）
▼大城ヨシ子様（渡口69） ３万円

（カジマヤー祝記念として）
▼安里永一様（荻道32）

（金額の掲載を希望しない）
 （カジマヤー祝記念として）
▼比嘉盛光様（島袋383－3） ３万円

（カジマヤー祝記念として）
▼大城静子様（屋宜原595） ３万円

（カジマヤー祝記念として）
▼草の根グループ代表（伊波恵美子様）

（島袋58－1） １万円
（古紙回収の収益金の一部として）

税のおさめ忘れはありませんか？

北中城村では沖縄県と連帯し、11月と12月を村税の「徴収強化月間」として取り組みます。
　①　催告文書、電話、自宅や勤務先へ訪問による納税の催告。
　②　官公署や金融機関へ滞納者の財産調査。
　③　給与差押のため勤務先へ給与調査。
　④　預貯金、不動産及び軽自動車の差押や公売等の滞納処分などを行います。

　村民の皆様一人ひとりから納めていただいた村税は、村民の暮らしに欠かせない道路や公園の整備をはじめ、福祉、
教育、保健、消防、ゴミ処理などに使われています。村税は、村民の皆様の住みよい暮らしを支える大切な財源です。
　よりよい村民生活を支えていくためにも、納付期限内に自主的に納めましょう。

納期限までに納めないと、督促手数料や延滞金が加算されます。
お早めに納付してください。

11 月・12月は村税の徴収強化月間です！

※納税はおさめ忘れ
のない口座振替が便
利です！

【問い合わせ】村役場 税務課 徴税係　☎935‒2233（内線 227）
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イオン大規模商業縦覧
　イオンモール沖縄ライカムの大規模小売店舗立
地法に関する届出に関する資料が、村役場企画振
興課（第二庁舎４階）で縦覧
できます。

国道330号瑞慶覧交差点改良工事中
　交通事故の削減と渋滞緩和を目的に瑞慶覧交差
点の改良工事を南部国道事務所が行っています。

　北谷からライカ
ム向けの合流がス
ムーズに、またラ
イカムから北谷向
けの右折レーンが
２車線に拡巾され
ます。

「島袋地区浸水対策事業」における一部都市計画下水道の
変更に係る住民説明会及び縦覧について

　島袋地区では近年の集中豪雨の度に甚大な浸水災害が発生し地域住
民に多大な被害を与えています。
　村では、平成28年度に都市計画下水道の変更手続きを行い、詳細設
計が完了。今年度は3号調整池用地買収および整備工事を行う予定で
ありますが、詳細設計の結果から3号調整池、5号調整池の形状見直し
に伴い、事業区域を一部変更する必要があります。
　下記の通り島袋浸水対策事業の都市計画下水道の変更についての説
明会、都市計画原案縦覧を行うことをお知らせします。

北中城村地域安全・防災メール　～村情報配信システム開始！～

　10月付けで大城自治会長が
新垣 正良さんへ代わりました。
　これまで自治会長を勤めてこら
れた外間 清子さんありがとうござ
いました。

　北中城村では、新たな情報伝達手段として、村役場からの情報を携帯電話やパソコンへメールへ配信す
るシステムを開始しました。
　「北中城村地域安全・防災メール」に登録し、防災情報やイベント、
子育て支援情報などいち早く受け取りましょう。

大城の自治会長が
代わりました

住民説明会日時：平成30年12月14日㈮ 午後7時
開 催 場 所：島袋公民館
縦　覧　期　間：平成30年12月17日㈪
　　　　　　　　　～平成31年1月10日㈭
縦　覧　場　所：北中城村役場上下水道課

お問い合わせ
北中城村役場 上下水道課
☎935－2233
　　　　　内線615
担当者：安里、山城

お問い合わせ  村役場総務課総務係　☎935－2233

  電話番号 050－5578－2623
　（最新配信情報が自動音声で流れます。
　  通話料が発生します）

北中城村テレフォンサービス用

縦覧期間
平成31年２月８日（金）まで
時　　間
午前８時30分～午後５時15分まで

R330

●亀そば

北谷向けレーン
2車線化

ライカム向け
合流車線延長

●
瑞慶覧
公民館

←ライカム

瑞慶覧交差点
普天間→

北谷
↓

 

登録手順
　 ①コチラのメールアドレスに空メールを送りましょう。

bousai.kitanakagusuku-vil@raiden2.ktaiwork.jp
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　医薬品製造販売エーザイと北中城村は、11月５日「認
知症と共生するまちづくり」の連携協定を締結しました。
認知症専門医療機関と連携し、認知症の早期発見、重症
化予防に向けた服薬支援と見守りの協力など、認知症と
共生する地域づくりに取り組みます。
　講演会では「認知症の基礎知識と予防～認知症になっ
ても安心なまちづくりのために」と題し、アガペ会理事長
の涌波淳子さんが講演し、認知症予防体操などを行いま
した。
　同社による県内自治体との協定締結は今年１月の那覇
市に次いで２番目です。

　平成30年度より国民健康保険（国保）の運営主体が県
へ移行されましたが、今後も高齢化が進む事が見込まれ
ており、国保会計は依然として厳しい状況が続くと考え
られております。
　医療費の増加が国保税の増加につながります。医療
費の増加を抑制するためには病気の予防、早期発見、早
期治療、健康でいるための対策への取り組みが不可欠と
なります。村民一人一人が意識をもって特定健診及び
ガン検診を受診しましょう。

　村教育委員会では、経済的な理由で学校給食費・学用品費等のお支払いにお困りの方に対して、
その一部を援助する制度を実施しています。
　援助を受けることができる費用のうち、平成31年度から「新入学用品費」を入学前の3月に支給し
ます。入学前支給を希望される方は、以下のとおり申請をお願いします。なお、詳しい内容は村ホーム
ページに掲載しています。

次の要件すべてに該当する保護者　
①お子様が北中城村内に居住しており、平成
31年4月に小・中学校に入学予定である方

②就学援助の要件に該当する方

平成31年3月末日以前に村外に転出する方は、
対象外となります。

※詳しくは、保護者あてに送付される入学（進学）通知書をご確認ください。
※小学校は保護者のみ、中学校は保護者とお子さん同伴で参加をお願いします。

期日：平成31年1月25日（金）　
時間：午後3時30分～
　　 （受付：午後3時）
場所：北中城小学校　体育館

期日：平成31年２月８日（金）　
時間：午後3時30分～
　　 （受付：午後3時）
場所：島袋小学校

期日：平成31年1月１７日（木）　
時間：午後２時30分～
　　 （受付：午後２時）
場所：北中城中学校　体育館

2019美寿（ミス）きたなかぐすく決定！！

北中城村教育委員会 教育総務課
TEL 935-3773　　内線 16・２５

いいとこみっ
け！きたなかぐすく

国保医療費の状況について『一人当たりの医療費増加！』

北中城村立小・中学校入学説明会について

対象者
教育総務課（村立中央公民館内）から申請書を
受けとり、必要な書類をそろえて提出を行う。

提出書類

受付期間

受付場所

2019美寿きたなかぐすく　
（右より）喜納ユキ子さん、仲本よし子さん、界トミさん

界 トミさん
（字安谷屋 84歳）

仲本 よし子さん
（字仲順 91歳） 喜納 ユキ子さん

（字熱田 83歳）

　2019美寿きたなかぐすくのお披露目が、9月23
日のしおさいまつりで行われました。
　12月1日より2019美寿きたなかぐすくとして
県内外へ北中城村のＰＲをするべく公式行事や
イベントへ参加します。
一年間よろしくお願いします。

2018美寿きたなかぐすく
1年間いろいろな行事へ
参加していただきました。
ありがとうございます！！

美
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平成31年度

就学援助制度　新入学用品費の入学前支給について

北中城小学校 島袋小学校 北中城中学校

問合せ先

平成31年1月4日（金）～平成31年1月31日（木）

北中城村教育委員会　教育総務課

北中城村×エーザイ連携協定締結式

6,000
5,900
5,800
5,700
5,600
5,500
5,400
5,300
5,200
5,100
5,000

250,000
245,000
240,000
235,000
230,000
225,000
220,000
215,000
210,000

（人） H25 H26 H27 H28 H29 （円）

一人当たりの医療費と加入者数

一人当たりの医療費 加入者数
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　医薬品製造販売エーザイと北中城村は、11月５日「認
知症と共生するまちづくり」の連携協定を締結しました。
認知症専門医療機関と連携し、認知症の早期発見、重症
化予防に向けた服薬支援と見守りの協力など、認知症と
共生する地域づくりに取り組みます。
　講演会では「認知症の基礎知識と予防～認知症になっ
ても安心なまちづくりのために」と題し、アガペ会理事長
の涌波淳子さんが講演し、認知症予防体操などを行いま
した。
　同社による県内自治体との協定締結は今年１月の那覇
市に次いで２番目です。

　平成30年度より国民健康保険（国保）の運営主体が県
へ移行されましたが、今後も高齢化が進む事が見込まれ
ており、国保会計は依然として厳しい状況が続くと考え
られております。
　医療費の増加が国保税の増加につながります。医療
費の増加を抑制するためには病気の予防、早期発見、早
期治療、健康でいるための対策への取り組みが不可欠と
なります。村民一人一人が意識をもって特定健診及び
ガン検診を受診しましょう。

　村教育委員会では、経済的な理由で学校給食費・学用品費等のお支払いにお困りの方に対して、
その一部を援助する制度を実施しています。
　援助を受けることができる費用のうち、平成31年度から「新入学用品費」を入学前の3月に支給し
ます。入学前支給を希望される方は、以下のとおり申請をお願いします。なお、詳しい内容は村ホーム
ページに掲載しています。

次の要件すべてに該当する保護者　
①お子様が北中城村内に居住しており、平成
31年4月に小・中学校に入学予定である方

②就学援助の要件に該当する方

平成31年3月末日以前に村外に転出する方は、
対象外となります。

※詳しくは、保護者あてに送付される入学（進学）通知書をご確認ください。
※小学校は保護者のみ、中学校は保護者とお子さん同伴で参加をお願いします。

期日：平成31年1月25日（金）　
時間：午後3時30分～
　　 （受付：午後3時）
場所：北中城小学校　体育館

期日：平成31年２月８日（金）　
時間：午後3時30分～
　　 （受付：午後3時）
場所：島袋小学校

期日：平成31年1月１７日（木）　
時間：午後２時30分～
　　 （受付：午後２時）
場所：北中城中学校　体育館

2019美寿（ミス）きたなかぐすく決定！！

北中城村教育委員会 教育総務課
TEL 935-3773　　内線 16・２５

いいとこみっ
け！きたなかぐすく

国保医療費の状況について『一人当たりの医療費増加！』

北中城村立小・中学校入学説明会について

対象者
教育総務課（村立中央公民館内）から申請書を
受けとり、必要な書類をそろえて提出を行う。

提出書類

受付期間

受付場所

界 トミさん
（字安谷屋 84歳）

仲本 よし子さん
（字仲順 91歳） 喜納 ユキ子さん

（字熱田 83歳）

　2019美寿きたなかぐすくのお披露目が、9月23
日のしおさいまつりで行われました。
　12月1日より2019美寿きたなかぐすくとして
県内外へ北中城村のＰＲをするべく公式行事や
イベントへ参加します。
一年間よろしくお願いします。

2018美寿きたなかぐすく
1年間いろいろな行事へ
参加していただきました。
ありがとうございます！！
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平成31年度

就学援助制度　新入学用品費の入学前支給について

北中城小学校 島袋小学校 北中城中学校

問合せ先

平成31年1月4日（金）～平成31年1月31日（木）

北中城村教育委員会　教育総務課

北中城村×エーザイ連携協定締結式
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一人当たりの医療費と加入者数

一人当たりの医療費 加入者数
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文化振
興

だよ
り文化振
興

だよ
り

冬至の季節になりました
　2018（平成30）年も残すところ１か月となりました。年末に向けて大掃除などを計画している方は多いので
はないでしょうか。慌ただしい時期になりますが、体調を崩さないよう元気に新年を迎えたいものです。さて、
今回の文化振興だよりでは、今月22日（土）に訪れる「冬

とう
至
じ

」について紹介したいと思います。

　沖縄で冬至、またはトゥンジーという言葉を聞くと、ほとんどの方がジューシーをイメージすると思います。しかし、その由来や歴史
を紐解くと、古代中国や琉球王府時代まで遡

さかのぼ
ることができます。今年のトゥンジーは、中国や琉球の歴史に想いを馳せながら過ごし

てみませんか？　
　12月22日（土）午前6時30分より、中城城跡に於いて「第21回 わかてだを見る集い」が開催されます。北中城村・中城村の両文化
協会を中心とした琉舞、三線、子供三線、太鼓、空手演舞などが行われます。ご家族、ご友人をお誘いのうえ、振ってご参加ください。

　冬至とは、太陽の高度が１年のなかで最も低く、昼の時間（日照時
間）が一番短くなる日のことで、この日を境に昼の時間がだんだんと
長くなっていきます。古くから、力の衰

おとろ
えた太陽が冬至を迎えると新

たに生まれかわり、それと同時にすべての生命も再生がはかられると
考えられていました。そのため、古代中国では、冬至を「一

いちよう
陽来

らいふく
復」

（悪い事や辛い事が終わり、幸運が訪れる）という言葉で表し、１年
の始まりとして祝う風習がありました。

　冬至を重要な季節の折
おり

目
め

とする風習は沖縄にもあり、中国から伝えら
れたといわれています。冬至の行事が沖縄でいつごろ始まったのか定か
ではありませんが、琉球王府時代には既に行われていました。『琉

りゅうきゅう
球国

こく

由
ゆ

来
らい

記
き

』（1713年）には「聖上於玉庭、拝北極。規式元旦同也。」と記さ
れ、『琉

りゅう
球

きゅう
国
こく

旧
きゅう

記
き

』（1731年）には「王率百官。拝北極。（中略）国中人
民。家々煮田芋。薦之於祖宗。（後略）」とあります。これらの史料から王
府時代の冬至は、①正月とならぶ重要な行事であった ②琉球国王は中
国皇帝がいる北京に向かって遙拝していた ③一般の各家庭では田芋
を煮て先祖に供えていた、という３つのことが分かります。

　戦前、村内の各家庭では、トゥンジーの日にチンヌクやサツマイ
モ、豚肉などを入れたジューシーをつくり、火の神や仏壇に供えて
いました。熱田では芋の入ったジューシーのほか、チンヌクを仏壇に
供えていたといいます（『沖縄民俗』12号）。また、大城の故仲村栄
春氏の著書では、子どもの頃、高い所から日の出を望みながら「トン
ジャマ小

グヮー
、トンジャマ小

グヮー
」と叫んだ記憶があると記されています

（『大城の今昔』）。

　沖縄では冬至のことをトゥンジーといいます。この時期になると、き
まって中国大陸から強い季節風が吹き込み、トゥンジービーサという
寒波が数日間続きます。その寒波を乗り切るため、冬至の日にトゥン
ジージューシーという炊き込みご飯を各家庭で
つくり、火の神や仏壇に供えて家族の健康を祈
願します。トゥンジージューシーには、チンヌク
（里芋）やターンム（田芋）、豚肉などを具材に
しますが、家庭によっては椎

しい
茸
たけ

・ひじき・人参・
カマボコなどが加えられます。

お問合せ／村教育委員会 生涯学習課 文化振興係　☎935-3773

冬至について

冬至の日の食べ物

史料に見る冬至

村内の冬至
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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

■ 12/23（日）北中城村キャリア教育フォーラム2018を開催
　昨年好評だったキャリア教育や子育て、子ども達の未来を考えるフォーラムを今年も開催します。
　基調講演では、「カラフルな人生を！～自分らしく生きるキャリアとは～」をテーマに、「ホンマでっ
か!?TV」（フジテレビ系列）でも評論家として出演されている色彩心理学者、コンサルタントの飯田
暢子さんを講師としてお呼びします。飯田さんの経験も踏まえ、色の持つ力や、子ども達一人ひとり
の個性を伸ばすためのヒントをお聞きします。さらにテレビ出演の裏側も語っていただきます！また当
日は、地域で精力的に子ども達に関わっている方々を交えてトークセッションも行う予定です！
　お子様のいらっしゃる保護者の方々だけではなく、子ども達に関わるたくさんの方々の参加をお待
ちしております。
日　時：2018年12月23日（日）14:00 ～17:00　開場 13:30　　入場無料
場　所：北中城村総合社会福祉センター　レクリエーション室
※参加については、会場収容可能な人数の関係上、事前の申し込みが必要となります。
　WEB（https://www.secure-cloud.jp/sf/1508639387sUWbqJkP）からの申し込み、
または、下記の連絡先へお申込みください。

成人式の開催について
新成人の新しい門出を祝福し激励するため、成人式を開催いたします。

日　　時 平成31年1月13日（日）　　午後2時30分（午後2時受付）
場　　所 北中城村立中央公民館　ホール
対 　 象 平成10年4月2日から平成11年4月1日生まれの方で
	 本村に在住する方および本村出身の方
主 催 北中城村・北中城村教育委員会・北中城村青年連合会
日 程	受　　付　午後2時～午後2時30分
	 式　　典　午後2時30分～午後3時30分
	 記念撮影　午後3時30分

【問い合わせ】 　北中城村教育委員会　生涯学習課　☎935-3773

㊗北中城村婦人会
創立70周年記念祝賀会

日　　時 12月9日（日）	午後3時～
場　　所 中央公民館　ホール
これまで婦人会に関わって
こられた皆さんの
参加をお待ちして
います！

「ジムに通う前に読む本」
スポーツ科学からみたトレーニング

桜井	静香　著
筋力増強には「大きな筋肉から先に鍛え
る」手法、脂肪燃焼には「筋トレ→有酸
素的運動」が効果的など、最新の運動・
スポーツ科学に裏付けられた方法を用
いて、質の高いジム利用法を紹介する。

�「あの一瞬」
アスリートはなぜ「奇跡」を起こすのか

門田	隆将　著
サッカー、野球、柔道、ボクシング…。魂をふる
わせる名勝負に隠されていた人間ドラマとは?	
アスリートたちの勝敗を分けた“あの一瞬”に
スポットライトをあて、彼らの心の軌跡と葛藤
を追う。

「走ることについて語るときに
僕の語ること」

村上	春樹　著
専業作家としての生活を始めて以来、世界各地
で走り続ける村上春樹。走ることは彼自身の生
き方をどのように変え、彼の書く小説をどのよ
うに変えてきたのか?	自分自身について真正
面から綴った画期的書き下ろしメモワール。

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！

こちらの
QRからも

申し込みOK!

入場無料
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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） 

専門相談員への相談は/ ☎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
教育総務課

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

12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）

12月6日（木）　午後 1時～午後 4時 
予約制です 

12月7日（金）　午前10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

12月 7日（金）
北中城村役場
大会議室

月曜日～金曜日
（要予約）

午前 10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）

児童生徒およ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




