














「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 !

　美崎のアーサ養殖場で今年もアーサの
初摘み式が行われました。北中城村は県
内のアーサ生産量の25％を生産してお
り、網には生育中のアーサがびっしり！
美崎沖では緑の絨毯が広がっています。
　初摘み式では、今年初仕事となる9代目
美寿きたなかぐすくも参加し、関係者ら
とともにテープカットならぬ、アーサ
カットを行いました。佐敷中城漁業協同
組合北中城支所長、岩元清一さんは「今
年は台風の影響で種付きが良く、豊作。
昨年を上回る40トン超えの収穫を目指し
たい」と話しました。
　収穫は4月中旬頃まで行われお茶漬けや
スープ、佃煮などに加工して販売される
他、新商品の「北中城村産新物生アー
サ」が2月16日
から発売中。県
内イオン、しお
さい市場で4月末
まで期間限定で
購入できます。

アーサ畑今年も豊作！1  
22

石平 桜小路まつり2
10

　石平家人衆会が主催する第
5回桜小路まつりが今年も開催
されました。このまつりは地域活
性化助成事業助成金を活用して2015年から始まっ
たもので、毎年石平地区に植樹した320本の桜が来
場者を楽しませています。
　今年は桜の開花時期が例年よりも2週間ほど遅れ
たこともあり、３部咲きではあったものの、まつり
当日は野菜の即売会や舞台イベントでは村長自ら
カラオケ大会に参加するなど、楽しいまつりとなり
ました。

租税教室、開催される
ー北中城小学校６年生―

1 
18

　１月18日、北中城小学校６年生を対象に、村
税務課と沖縄中部法人会青年部が合同で租税
教室を開催しました。税金はなぜ必要かなどの
租税の基礎知識から、今年増税予定の消費税ま
での幅広い講義の後、児童たちからはいつから
税金はあるのか、一人当たりはいくらなのかな
ど様々な質問があり、税金に対する積極的な意
見が飛び交いました。　

　北中城村老人クラブ連合会（安里幸男会長）の新
年の集いが村立中央公民館にて参加人数216人で
盛大に行われました。安里会長は「元気であること
は社会貢献につながります。今年も会員のみなさま
が元気で楽しい活動ができることを祈願します」と
挨拶しました。
　今年も、各サークル、各単位クラブ、男性の笑い福
い節、レクリーダーの初春の踊りと余興で会場を盛
り上げ、楽しいひとときを過ごしました。最後は全
員のカチャーシーで幕を閉じました。

※フラッシュ暗算とは　
コンピュータの画面にフラッシュ式で出題される数字の問題
を珠算式暗算を使って計算するもの

そろばん日本一1 
22

　日本珠算協会主催
全国珠算競技大会
「そろばんクリスマ
スカップ2018」フ
ラッシュ暗算の部
に、島袋小２年生の
安座間大和くん（珠
光そろばん塾）が日
本一となりました。
　全国珠算教育連盟
によると、沖縄県は
そろばん最高位の10

段取得者が全国一多い地域。この大会は全国の10段
取得者が集まり、強豪が競います。
　珠光そろばん塾の喜納良江塾長は「子どもたちの
可能性はすごい。そのときの精神状態、体力、集中力
全てがかみ合わないと勝てません。優勝が決まった
瞬間は、大画面のスクリーンで見ながら、みんなで涙
を流して喜びました」。
　安座間大和くんは「３年生では読み上げ暗算で日
本一をとりたい」と次の目標を掲げました。

平成 31年村老連新年の集い1
31 子どもたちの貧困対策へ2 

15

　中部電気工事業協同組合と中部電協青年部より北
中城村母子寡婦福祉会に「子供達の貧困対策に関わ
る寄付金（商品券）」の贈呈がありました。
  中部電気工事業協同組合と中部電協青年部では、
寄付総額57万円を今回は６市町村（沖縄市、うるま
市、金武町、北谷町、北中城村、恩納村）に分配、村母子
寡婦福祉会より、ひとり親世帯の子どもたちに提供
されます。

中部電気工事業組合理事長の大城政明さん（写真右）より、
村母子寡婦福祉会の石嶺知子会長へ
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　フィリピンの孤児に靴を送ろうと、北中城小学校児童会
を中心に子ども用の古い靴約400足が贈られました。フィ
リピン領事館での贈呈式は、同小児童会の仲間遥奈さん
（６年）、宮國愛喜さん（６年）より、アラルコン朝子総
領事に手渡されました。
 「フィリピンに靴を贈ろう」と呼びかけたのは、元村職員
でマジシャンの喜納一巳さん。昨年フィリピンを訪れた際
に、貧しい子どもたちの現状を目のあたりにし、地域への
協力を依頼しました。
　喜納さんは、日本奇術連盟の会員。県内で20年ほど前か
ら福祉施設などで慰問を続けています。昨年は孤児たちが
生活するフィリピンの教会で手品を披露しました。

   【古い靴　呼びかけ団体】
稲嶺盛彦さん、北中城小PTA、崎間スポーツ用品店、介護老人
保健施設、あわせJRC、島袋児童館、仲順児童館、北中城陸上
クラブ、学童クラブアリス、沖縄市アンテロープ陸上クラブ

　教育に関する意識と関心を高める目的で2月
10日を「教育の日」とし、12日中央公民館で記
念式典が行われました。表彰式では平成30年度
に功績を残した子どもたちや教諭らが選出され
るもので、芸術、科学（該当なし）、スポー
ツ、学習・善行、教育実践、学校教育支援（該当
なし）の各部門ごとに表彰されました。表彰者は
以下の通り。

フィリピンの孤児に古靴を2  
6

写真左から　アラルコン朝子さん、仲間さん、宮國さん

平成30年度教育の日 表彰式2
12

全沖縄空手道選手権大会　
兄弟で優勝･準優勝

2
5

　全沖縄空手道選手権大会にて、北中城小学校の宮城
來さん（５年）が優勝、宮城吏さん（２年）が準優勝しま
した。
　來さんと吏さんは兄弟で幼稚園から白蓮会館宜
野湾道場で空手を習い、昨年に引き続き、ジャパン
アスリートカップへの出場権を獲得しました。

リーラー

芸  術  部  門　　　北中城小学校音楽部、橋本 京佳、北中城中学校吹奏楽部
スポーツ部門　　　北中城小学校男子バスケットボール部、黒島 将仁、小林 凪、北中城中学校野球部、
　　　　　　　　　北中城中学校女子ソフトボール部、北中城中学校卓球部（女子）
学習・善行部門　　国吉 宗真、大城ディーン泰山、安座間 大和、安座間 心愛、北中城中学校生徒会、
　　　　　　　　　北中城中学校野球部、喜納 暖大
教育実践部門　　　大田 淳子、兼島 公子、波平 米子、比嘉 恒雄、知花 哲也

※各表彰者の詳細は村HPからご覧頂けます。
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平成
31年度

新小学一年生のお子さんは、

3月末まで 4月から

平成31年4月1日から、

子ども医療費助成の助成方法が

現物給付から自動償還方式へ

変わります。

①交通事故にあった場合、本人または加入者が災害見舞金請求書に、次の書類を添えて村役場へ提出してください。
　ア．自動車安全運転センター又は警察署の発行する交通事故証明書。
　イ．治療実日数を明示した医師の診断書（死亡の場合は死亡診断書または死体検案書）。
　ウ．死亡の場合は戸籍謄本など遺族と加入者との関係を証明する書類。
②交通事故にあったら、まず沖縄県町村交通災害共済組合か北中城村役場にお問合わせ願います。

死亡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
自動車損害賠償保障法施行令別表第１級各号に掲げる傷害を受けた場合・・・・
医師の治療実日数１２１日以上の傷害を受けた場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
医師の治療実日数６１日以上１２１日未満の傷害を受けた場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・
医師の治療実日数２１日以上６１日未満の傷害を受けた場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
医師の治療実日数５日以上２１日未満の傷害を受けた場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
医師の治療実日数３日以上５日未満の傷害を受けた場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
医師の治療実日数１日以上３日未満の傷害を受けた場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
医師の治療実日数１日以上の傷害で事故証明がない場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

申込期間以降（４月１日以降）の加入は村役場総務課で随時受付いたします。
申込書は村役場総務課にもあります。

北中城村へ住民登録または外国人登録をしている方
（修学のため、一時的に転出されている方も可）
加入者１人につき　５００円
平成３１年４月１日（４月１日以降に加入される方は加入申込み受付の翌日）～平成３２年３月３１日
平成３１年３月３１日まで
各世帯に配布された申込書に掛金を添えて、各字の自治会長または村役場総務課へお申し込
みください。

自動償還方式とは、受診時の自己負担額を全額支払うと、
自動的に医療費助成の支給申請が完了し、登録された口
座へ医療費が振り込まれます。

　対象のお子さま（H24.4.2～H25.4.1生）については、3月
末までに新しい受給者証を郵送します。
　なお、お早めにお受け取りをされる方は、役場福祉課の窓
口で交付することもできます。

窓口交付で必要な持ち物
・印鑑（認印可）　・お子さまの健康保険証　
・本人確認ができる身分証明書（運転免許証等）

　現在、使用されている現物給付対応の受給資格者証（ピン
ク色）は、平成31年4月1日以降は、使用できなくなります。
保険医療機関等に受診される際は、必ず切替後の受給者
証（オレンジ色）を提示して下さい。

加入資格

共済掛金
共済期間
申込期間
申込方法

「交通災害共済」は、わずかな掛金で会員相互の助け合いによって、見舞金をおくる共済事業です。

見舞金の
請求方法

見
舞
金
の
額

１５０万円
８０万円
３０万円
2０万円
1０万円
5万円
３万円
1万円
５千円

１級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

問い合わせ

北中城村役場　総務課
☎９３５－２２３３（内線３１４）

交通災害共済 加入申込みのご案内

4/2  から 4/1生まれ
平成24年 平成25年
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　　 イベント

■料理展示会作品募集
日  ３月29日　午後１時～午後３時
内  村生活研究会は、地産池消食材を
用いた料理を募集し、展示会を開催。
¥  500円
対  一般村民
定  10人

（申し込み期間）３月11日～ 20日
場  村役場第２庁舎１階ロビー（料理
搬入は３月29日午後12時）
申  ☎935−2954（仲村）

　　 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）
◎履歴書・職務経歴書の記入・面接
対策◎パソコンで履歴書・職務経歴
書の作成◎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◎進学（高等学校など）を希望し
ないお子さまの職業相談等。在学中
でも、早期相談により、今後の就職
等を含めた進路決定が可能。（中学卒
業後の場合、法律上、就労開始は、卒
業後最初の４月１日以降）

イオンモール沖縄ライカムで働きませ
んか？　条件の良い求人多数。
新着求人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）

（午前8時30分から午後3時30分まで）

■2019年 国民生活基礎調査
統計調査員募集
国民生活基礎調査統計調査とは、厚
生労働省が、毎年実施している調査
で、家族構成や就業状況など皆様の
生活の実態を知り、国の様々な取組
の基礎資料とすることを目的とし、
全国から抽出した約28万世帯を対象
に実施しています。その調査員を募
集します。
募集人数：３人
実施期間：平成31年４月中旬～６月　
　　　　　中旬
報酬：約４～６万円
問  村役場企画振興課　企画係
☎098−935−2233（内線：414）

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

3月11日（月）より国民健康保険被保険者証の切り替えが始まります！

　2月28日までに国保税を完納した世帯には新しい保険証をご自宅に郵送します。新規マル学を申請す
る方又はマル学の保険証をお持ちで手続きがまだの方、住所地特例で手続きがまだの方、軍施設内に
住所のある世帯、送付先の変更設定をしている世帯、資格喪失・住所変更などの手続きが必要な方が
いる世帯、3月1日時点で国保税が未納の世帯は窓口での切り替えが必要です。

※③の領収書は、銀行窓口などから役場に支払情報が届くのに時間がかかるため、納付確認をするた
めに必要となります。

☆新規マル学（村外住所）の新しい保険証は郵送されませんので保険証が必要な方は
4月以降に役場窓口で切り替えをしてください。

場　　　所 ： 村役場第2庁舎2階　健康保険課
　
期　　　間 ： 平成31年３月11日（月）～３月29日（金）※土日祝日を除く。
　
受 付 時 間 ： 午前８時30分～午後５時　※正午～午後1時を除く。
　
必要なもの ： ①現在お持ちの国民健康保険被保険者証（そら色）
　　　　　　  ②世帯主の印鑑
　　　　　　  ③国民健康保険税の領収書（2週間以内に国保税を納付した場合）
　　　　　　  ④本人確認書類、世帯主からの委任状（別世帯の方が切り替えをする場合）
　　　　　  　⑤住所地特例で手続きがまだの方は在園証明書
　　　　　　  ⑥マル学継続で手続きがまだの方は指定確認書

問い合わせ　村役場健康保険課　国民健康保険係　☎935－2233（内線263・264）

現在お持ちの被保険者証（そら色）の有効期限は平成31年3月31日です
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軽自動車税（原動機付自転車・二輪車・軽自動車等） 平成30年度
子ども予防接種週間について

　平成31年３月１日（金）～平成31年
3月7日（木）は、 「子ども予防接種週
間」です。 4月から、入園・入学を控え
ているお子様や、 通常の診療時間内
に予防接種が困難な方等の為に、医療
機関では平日の夜間（18時～ 19時）、
土、 日曜日の予防接種の受け入れを
実施しています。

※受けられる時間帯は
各医療機関によって
それぞれ異なります
ので、予約を入れる
際にご確認ください。

廃車・名義変更の手続きはお済みですか？
　軽自動車税は、毎年４月１日現在の車両の
所有者（または使用者）に１年分の税金がか
かります。
　解体や譲渡、盗難等によりすでに車両を所有していなくて
も、申告手続きをしていないと課税されますので、所有して
いない車両がある場合は３月末日までに手続きを済ませてく
ださい。（自動車税とは異なり、年度途中で廃車等の申告手
続きをしても月割りの払い戻しはありませんのでご注意くだ
さい。）

北中城村育英会「奨学生募集」
　北中城村育英会では、経済的理由によって、修学が困難な
学生に対して学費の貸与（無利子）を行っています。

申請書類等については、教育総務課（村立中央公民館内）で配布す
る募集要項をご参照下さい。また、本村ホームページにも掲載予定。

対象／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・大学院に在学中、または進学す
る方。現在、世帯に本育英会奨学生がいない方。収入制限あり
　給与所得者世帯：年収600万円以内
　営業収入者世帯：所得300万円以内
定員／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
締め切り／４月１日（月）～４月／30日（火）

【問い合わせ】
健康保険課 健康対策係　☎935-2233
　　　　　　　　　　　　（内線268）【問い合わせ】村役場 税務課　☎935-2233（内線225）

【問い合わせ】北中城村育英会　☎935-3773
（村教育委員会　教育総務課内 ）

原動機付自転車

軽三輪車・軽四輪車

北中城村役場  税務課

一社）全国軽自動車協会連合会  沖縄事務所

軽自動車検査協会  沖縄事務所

沖縄総合事務局  陸運事務所

098-935-2233

098-877-8274

050-3816-3126

050-5540-2091

軽二輪車
（125cc超250cc以下）

二輪の小型自動車
（250cc超）

車  種 手続き場所 電話番号

平成30年度 北中城村地域おこし
協力隊活動報告会

　北中城村地域おこし協力隊活動報告
会では、移住者として見えてきた北中城
村の魅力や課題、活動の手ごたえや本
音、今後チャレンジしたい取り組みや卒
業後のビジョンについて参加者と共有
します。移住者と受入側双方の理解を深
め、今後の隊員の活動に対する人脈づく
りを目的に開催します。

■ 日　時：平成31年3月10日（日）　 
　　　　　 午後２～４時
■ 場　所：北中城村立中央公民館 大ホール
■ 発表者：山口かすみ、松村優樹、クラ
イバーン名美、太田洋平、前田美奈子、
安本沙世
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車  種 手続き場所 電話番号

平成30年度 北中城村地域おこし
協力隊活動報告会

　北中城村地域おこし協力隊活動報告
会では、移住者として見えてきた北中城
村の魅力や課題、活動の手ごたえや本
音、今後チャレンジしたい取り組みや卒
業後のビジョンについて参加者と共有
します。移住者と受入側双方の理解を深
め、今後の隊員の活動に対する人脈づく
りを目的に開催します。

■ 日　時：平成31年3月10日（日）　 
　　　　　 午後２～４時
■ 場　所：北中城村立中央公民館 大ホール
■ 発表者：山口かすみ、松村優樹、クラ
イバーン名美、太田洋平、前田美奈子、
安本沙世
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眞榮城 守明さん

和仁屋の自治会長が代わりました
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ホームページ：http://gj-kitanakagusuku.com/　　 E-MAIL：kitanaka@goodjoboki.com
問い合わせ／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！

確かな技術と地域貢献

・スプリンクラー工事業

https://www.okieidev.co.jp/
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岩手県葛巻町に行って 北中城中２年 濱川 今日子

　１月８日から１１日までの３泊４日の日程で、中学生１２人が岩手県葛巻
町（姉妹町村）を訪問しました。生徒たちは、初めて体験する白銀の世
界に大喜び。葛巻町の中学校との交流会では、学校紹介や伝統芸能の
披露を通じてお互いの文化からたくさんの発見があったようです。
　訪問団を代表して、濱川今日子さんの感想文を紹介します。

　　岩手県葛巻町「第１１回まちなか雪像コンテスト＆
雪まつり」（主催：まちなか活性化協議会）にて、
北中城村のゆるキャラ雪像が展示されました。
　北中城村と葛巻町の姉妹町村締結３０周年を
記念して、葛巻町役場職員組合青年部のみ
なさんが制作しました。青年部長の桂川いず
みさんは「若いメンバーでチェンソーを使っ
て、約２日かけてぺーちんを彫りました」。
　雪像ぺーちんは、高さ2.7ｍ、横 1.8ｍ。
　雪像は、同町のメイン道路（茶屋場元町橋
～城内小路間）に設置され、約２００体が並びま

した。

葛巻(くずまき)町へ行ってきました！

　今回の葛巻町への訪問研修で、沖縄では味わえない貴重な
体験をたくさんしました。まず寒さです。沖縄はまだ20度程
だったのに葛巻につくと氷点下という寒さが身に染みて、すご
く新鮮でした。そして、沖縄では絶対に見ることのできない雪
が私たちを歓迎してくれるようにぱらぱらと降ってきて、とて
も感動しました。
　また、葛巻の食べ物や飲み物も美味しかったです。葛巻町の
キャッチフレーズにも入っている、ワインとミルク。ミルクはす
ごく濃厚でのみ慣れるのに時間はかかったけど、まろやかな味
でとても美味しかったです。そのミルクから作った飲むヨーグ
ルトも絶品で、北中城村だけでなく沖縄の人みんなに飲んで
ほしいくらいでした。

　葛巻の中学生とも交流し
ました。私たちはエイサーを
披露して、葛巻の伝統の踊
りを見せてもらいました。
　そして、伝統料理を作りま
した。みんなでワイワイと野
菜を切ったり、自己紹介をし
たり、みんなが笑顔でとって
も嬉しかったです。昼食も一
緒に食べました。想像以上
に美味しくて、幸せだなと思
いました。一緒にレクもやり

ました。最後には住所を教えて手紙を送る約束もしました。夏に
は沖縄に来てくれるというのでとても楽しみです。葛巻とは
違った沖縄の良さも知ってほしいです。
　そして、この訪問研修最大の醍醐味、スキー体験では、仲良く
なった葛巻の中学生やスキー教室の講師さんとの交流を深め
られました。最初は難しく、滑るのに精一杯だったけどみんな優
しく教えてくれて、最後には一緒にリフトに乗って滑ることがで
き、うれしかったです。スキーが終わってみんなで雪合戦をしま
した。雪がふかふかで、当たっても痛くなくてたくさん投げ合い
ました。でも、すぐにあたりが暗くなってきて、帰る時間になって
しまいました。私たちがバスに乗っても最後までずっと手を振っ
てくれて、帰りたくないなと思いました。
　最終日もホテルを出る直前まで雪合戦をしていました。沖縄
に帰るとこんなにも身近にあったたくさんの雪にもう触れない
と思うととても悲しくなってしまいました。帰りのバスでも、一
面の雪景色がきれいで、また絶対来ようと思いました。とっても
楽しい4日間でした。
　最後にこの葛巻町交流を企画、運営してくださった教育委員
会の皆様、引率してくれた先
生、保護者の皆さん、そして
葛巻町の皆さん。私たちに
貴重な体験をさせていただ
き、本当にありがとうござい
ました。

葛
巻

町雪
まつり
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剣道小学生 石原杯 個人優勝！おめでとう

　北中城小学校６年の比嘉貴則さんが、第７回石原杯剣道選手権大会小
学生男子の部で優勝しました。比嘉さんは、沖縄警察署スポーツ少年団剣
道部に所属し、今年度は好成績を残しています。「沖電工杯争奪第40回沖
縄県幼少年剣道錬成大会」団体優勝。「第12回都道府県剣道大会沖縄大
会」団体優勝。「平成30年度沖縄県スポーツ少年団剣道交流大会」九州大
会派遣小学生の部団体優勝。比嘉さんはいずれの大会にも代表メンバー

として出場しています。また、同団の剣道部には、島
袋小、北中城中の生徒も各３人所属し、稽古に励んで
います。
　比嘉さんは、お父さんが剣道をやっていたことから
小学１年生から剣道をスタート。
　兄弟３人全員剣道を習い、自宅には剣道の稽古場
もあるのだとか。高学年になってからは、練習は週に
４回通うほど剣道一直線です。
　今後の目標は、①中学校でレギュラーを獲得する
こと　②全国中体連で優勝を目指す　③石原杯で２
連覇を目指す　④全日本選手権で優勝する
　多くの目標を胸に、中学進学後は強豪の興南高校
を目指します。

いいとこみっ
け！きたなかぐすく

母・真紀子さん
　剣道は、目上の人に対する礼儀や学校以外の地域
から集まる子どもたちから学べる良さもあります。
またチームワークと自分の力と両方学べるところも
いいですね。

「自宅」で自主体操サークルをしてみませんか！
　島袋地区の富永さん宅で、村内では初めて「自宅」で体操サークルを開催して
います。大人数は苦手、知り合い同士で気軽に健康づくりがしたい！というメン
バーが集まっています。
　立ち上げの2ヶ月間は、毎週福祉課から職員が訪問し、運動指導やミニ講話な
どを行い、3ヶ月目以降も月に1度、職員が訪問しています。
　福祉課では、このように住民の皆さんで自主的に行う自主体操サークルの立
ち上げを応援しています。自宅や空き店舗など、ちょっとしたスペースと体操した
い仲間がいる方、体操サークルをしてみませんか！

自主体操サークル応援事業
　●期　　　間：2 ヶ月間毎週 訪問。その後月1 回訪問
　●問い合わせ：福祉課高齢者福祉係　岡本・玉城  ☎935-2233(260)
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大切な文化財を災害から守ろう！

文化財防火訓練風景

訓練後の総括風景

中城城跡中村家住宅

　文化財防火デーとは、文化財を火災や震災などの災害から守るための防火運動（防火訓練や地域ぐるみの
防火・防災意識の高揚など）を全国的に展開し、国民の文化財愛護の意識を高めることを目的としています。
　昭和24年1月26日に、現存する世界最古の木造建築物である法

ほう

隆
りゅう

寺
じ

金
こん

堂
どう

（奈良県生
い こ ま

駒郡斑
いかるが

鳩町）の壁
画が焼損するという事件があり、これを契機に昭和30年から1月26日は文化財防火デーとして定められてい
ます。この文化財防火デーに合わせて、中村家住宅と中城城跡において文化財防火訓練が実施されました。
その様子をご紹介します。

①トングヮ（台所）付近より出
火。火はみるみる燃え広が
ります。

※訓練では発煙筒を使用して
います。

①馬場からの出火を発見！消
防本部及び教育委員会へ
連絡し、初期消火に取りか
かります。

③消防隊が到着。現場指揮所
を設置して消火活動に取り
掛かります。

②消防隊が到着するまで自衛
消防団（中城城跡共同管
理協議会職員）が初期消
火を行います。

④消防隊による消火活動。

③消防隊が到着。所有者が現
場報告を行います。

②自衛消防団（中村家住宅職
員等）による初期消火。

④消防隊による本格的な消
火活動に入ります。燃えさ
かる主家に向かって放水。

問い合わせ／村教育委員会 生涯学習課 文化振興係　☎935-3773

誘
導
・
消
火
活
動
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中村家住宅当主
中村国宏さんによる講評

北中城村文化財保護審議会会長
比嘉榮吉さんによる講評

訓練に参加したみなさん

「彼女が家に帰るまで」
ローリー・ロイ　著

田口 俊樹訳，不二 淑子　訳

　1958年アメリカ。不況がちらつくデトロイトで若い
白人女性が失踪した。町をあげて捜索するも行方は
不明。一方、時同じくして黒人女性が撲殺されるが、
白人はこの事件にほとんど無関心だった。ただ一人の
主婦を除いては…。

� 「サイモンvs
人類平等化計画」

ベッキー・アルバータリ　作
三辺 律子　訳

　サイモンはごく普通の高校生。ネットで知り
合った「ブルー」に夢中で、自分がゲイだとい
うことも、ブルーにだけは打ち明けられる。と
ころが同級生のマーティンに秘密がばれてし
まい…。

「ニューヨークスタイルの
パイとタルト、ケーキの本」

平野 顕子　著

　素朴なのに、とってもスタイリッシュ! お菓子教
室「平野顕子ベーキングサロン」のレッスンレシピ
から、アップルパイ、チェリーパイ、ニューヨーク
チーズケーキなど、話題のアメリカンベーキングレ
シピを紹介。
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から集まる子どもたちから学べる良さもあります。
またチームワークと自分の力と両方学べるところも
いいですね。

「自宅」で自主体操サークルをしてみませんか！
　島袋地区の富永さん宅で、村内では初めて「自宅」で体操サークルを開催して
います。大人数は苦手、知り合い同士で気軽に健康づくりがしたい！というメン
バーが集まっています。
　立ち上げの2ヶ月間は、毎週福祉課から職員が訪問し、運動指導やミニ講話な
どを行い、3ヶ月目以降も月に1度、職員が訪問しています。
　福祉課では、このように住民の皆さんで自主的に行う自主体操サークルの立
ち上げを応援しています。自宅や空き店舗など、ちょっとしたスペースと体操した
い仲間がいる方、体操サークルをしてみませんか！

自主体操サークル応援事業
　●期　　　間：2 ヶ月間毎週 訪問。その後月1 回訪問
　●問い合わせ：福祉課高齢者福祉係　岡本・玉城  ☎935-2233(260)
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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　行政相談委員  
行政苦情 110番 / ☎867-1100  
行政相談委員への相談は / ☎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

３月６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）

３月７日（木）　午後 1時～午後４時 
予約制です 

３月１日（金）　午後 1時～午後３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

3月 7日（木）
荻道公民館

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

〒901-2314   北中城村字大城327番地　TEL：098-935-5858
 

北中城 若松病院

若松苑

アガペ会施設紹介

成田山
● ●中村家 中北

消防
●

中城公園

グループホームわかまつ

・入所療養介護
・短期入所療養介護
・若松苑デイサービス

相談・見学は随時受け入れています。

特定医療法人

若松苑デイサービス
食事や入浴等の日常生活の支援をしながら、作業療法士等による
機能訓練や認知症ケアが必要な方への個別訓練を行なっています。
一人一人にあった在宅生活を共にサポートして行きます。


