
村の人口（9 月末現在、カッコ内は先月比） 男　8,412（＋11）　　　女　9,034  （＋11）　　　計　17,446（＋22）　　　世帯数　7,207 （＋10）

2
9
16

特集　健康への取り組み
保育所入所案内
観光周遊バス

2019
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〈今月号の内容〉

北中城村民のみなさん特定健診を受診しましょう！

カジマヤーパレードに参加する桃原峰子さん（97歳）、宮城春子さん（97歳）。イオンモール沖縄ライカムにて。

祝・カジマヤー　祝・カジマヤー　
健康長寿いちまでぃん健康長寿いちまでぃん
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「女性長寿日本一の村」として、全国的にも知名度も上がり、村民の健康意識も向上しています。

２．健康長寿への取組

長寿の村･北中城村の健康への取り組み

　北中城村では、平成25年「健康長寿まちづくり計画」がスタートし、平成27年より「城ヨガ」、平成29年より
「健康サポートチーム」が結成されました。
　令和元年度は、健康長寿新規事業として、「フレイル予防」「認知症予防プログラム･筋トレ」「健幸マイレージ」
「スポーツチャレンジデー」など新たに事業が始まりました。

　フードモデル（食品サンプル）を
選んで測定機器にのせるだけで、
瞬時に栄養価などを計算し、栄養
バランスを測定する食育SATシス
テムを活用し、村管理栄養士が適
正な食事バランスの献立作りへの
改善策についてアドバイスします。

　健康づくりの３要素である「運動」
「栄養」「休養」についてセミナーを実施。
心身の健康づくりのため、多面的分野か
ら生活習慣の改善方法を提案し、働き盛
り世代の健康意識の向上を図り、１ヵ月
後のフォローアップ集会で身体測定およ
び血液検査を実施し評価する。
　受講終了後は健康づくりのスペシャ
リスト「健康マエストロ」に認定する。

　介護保険サービス対象外高齢者
の生きがいと社会参加を促進する
とともに、家に閉じこもりがちな1
人暮らし高齢者等に対し、デイサー
ビスセンターを活用し、通所により
各種サービスを提供することによ
り、社会的孤立感の解消及び自立生
活の助長を図る村単独事業。

食育SATシステム
（全世代対象）

健康マエストロ
（働き盛り世代対象）

デイサービスセンターしおさい
（高齢者対象）

①特定検診受診率が向上

②国保の赤字額が大きく減少 ③要介護認定者、認定率が減少
（百万円） （人）
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平成 27年 12月～
新しい取組み

H25より健康長寿の
まちづくり計画スタート

H29より健康サポートチーム・スタート

H30より広域化
（県単位）がスタート
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　村内のシニア世代を中心に自主体操サークルが各公民館で活動を行っています。
　昨年、個人宅において立ち上がった自主体操サークル「サロン富永」の皆さんに
お話を伺ってきました。

なぜ立ち上げたのか？

体に変化はありましたか？

目標にしていることは？

北中城村国保運動支援事業

対象：20歳以上の北中城村民でスマホ利用者

メンバーでやってみたいこと

カーブス〈宜野湾上 . 原店、北 . 谷店、
マックスバリュ泡瀬店〉
（定員）３店舗で 20名　※女性限定　

実施期間：2019年10月7日～2020年2月20日
景品抽選日：2020年2月29日
参加人数：先着1000人

スポーツクラブルネサンス ･ライカム 24
（定員）20名程度　

スポーツパレス　ジスタス美里店
（定員）12名

メンバーさんへ
参加してみての感想は？

　民生員をしてると一人暮らしのお宅に伺うことがあ
るけど、何もすることがなくて過ごしてらっしゃる方
もおりますので、何かできないかねぇって考えました。
　11 月に私も民生員を引退するので、自分の居場
所づくりもできるし、お互いの見守りもできるから自
宅でやろうと思った。
　一番はみんなが集まる前に、自宅の掃除ができる
からね～（富永さん笑い）

　体力がついて、疲れなくなった。長い時間歩けな
かったが３ｋｍは歩けるようになった。

　今も元気なんだけど、もっと元気になることさぁ～

　お口の健康体操をやってみたいと思っている。
すでに資料などは準備してあるから体操の終わる時
間はかえないで、9 時 45 分（１５分早め）に始める
ようにします。

　楽しいですよ。難儀なことはないさぁ～。
始まる前にみんなと一緒に村歌を歌うのが楽しい。
　お互い顔をあわせて楽しくおしゃべりして笑うから
元気になれる。

毎週水曜日午前 9時４５分～午前 11 時
場 所　富永美佐子さん宅
活動人数　9 人
活動開始　平成 30 年 11 月
運動内容　イスに座って筋トレ
　　　　　 ストレッチスクエアステップ

活動内容

島袋自主サークル「サロン富永」

フィットネス３ケ月無料体験 北中城村健
けんこう

幸 マイレージ 参加者募集

【対象】
①３０～６５際未満の北中城村国保の方
②２０１９年度に健診、特定健診を受けた方
　２０１８年度に健診を受け今年度も健診受診を予定している方
③メタボリック予備軍、該当者
④継続した運動習慣がないと感じる方
⑤保健指導、最終評価（面接または電話）を受けることができる方
　申込期間　１１月３０日まで
　申込方法　役場窓口にて申込み（健診結果持参）
　※問診で主治医の意見書が必要な場合があります。
（問）村役場　健康保険課　９３５－２２３３（内線２６９）

北中城村
健幸マイレージとは？
スマホを持ってウォーキングし、
歩数を記録して健康づくりを
楽しむサービスです。スマホ
から専用アプリをダウンロード
して、歩数に応じてポイント
がたまり景品に応募できます。
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２．健康長寿への取組
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　北中城村では、平成25年「健康長寿まちづくり計画」がスタートし、平成27年より「城ヨガ」、平成29年より
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　令和元年度は、健康長寿新規事業として、「フレイル予防」「認知症予防プログラム･筋トレ」「健幸マイレージ」
「スポーツチャレンジデー」など新たに事業が始まりました。

　フードモデル（食品サンプル）を
選んで測定機器にのせるだけで、
瞬時に栄養価などを計算し、栄養
バランスを測定する食育SATシス
テムを活用し、村管理栄養士が適
正な食事バランスの献立作りへの
改善策についてアドバイスします。

　健康づくりの３要素である「運動」
「栄養」「休養」についてセミナーを実施。
心身の健康づくりのため、多面的分野か
ら生活習慣の改善方法を提案し、働き盛
り世代の健康意識の向上を図り、１ヵ月
後のフォローアップ集会で身体測定およ
び血液検査を実施し評価する。
　受講終了後は健康づくりのスペシャ
リスト「健康マエストロ」に認定する。

　介護保険サービス対象外高齢者
の生きがいと社会参加を促進する
とともに、家に閉じこもりがちな1
人暮らし高齢者等に対し、デイサー
ビスセンターを活用し、通所により
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H25より健康長寿の
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iPhone Android

（問）村役場企画振興課　935-2233（内線 415）
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フリーレント付きのお得な
北中城村民プランあります。
お問い合わせください。
098-989-0875

フリーレント付きのお得な
北中城村民プランあります。
お問い合わせください。
098-989-0875

月額 / 3.5万円～
一時利用 / 1,000円～

　地域のパーラー「そるぱら」にて、「はたらく畑」というイベントが９月２３日に行われました。
畑作業組、パーラーでの炊事組に分かれ、午前中２時間ほどの作業を行いました。
多くの方に参加頂き、終始笑顔が溢れ、とても楽しんでいた様子でした。
　そるぱらでは、働くことを楽しむこと、村内の耕作放棄地を解消を目的に、障がい者や高齢者でも誰もが
活躍できる地域づくりを進めています。９月末で、私のそるぱら担当は終了しましたが、「そるぱら」でお弁当
やお菓子作り、飲み物を考案して提供する日々は、とても楽しかったです。
　最近は、村産のパッションフルーツを盛り上げるため、村内の事業所さんに協
力頂きながら走り回っています。認知度も高まり、注目されてい
る今、北中城をＰＲしていきたいです。
　北中城村に着任してから、２年 7ヶ月が経過し、任期も残ると
ころ5ヶ月です。

７５Ｗ以上区域の防音建具取り換えを行っています
　沖縄防衛局では、嘉手納及び普天間飛行場周辺の住宅防音工事を
実施後、１０年以上経過した防音建具の取り換え（防音建具機能復旧
工事）を行っています。
　対象となる住宅のうち、７５Ｗ区域に所在する住宅につきましては、こ
れまで昭和６１年度までに防音工事を実施した住宅に制限していました
が、今年１０月より、防音工事実施後１０年以上経過しているすべての
住宅に対象を拡大しました。
　工事を希望される方は、「希望届」の提出が必要になりますので、
詳細については、沖縄防衛局までお問合せください。

対象範囲
次の地区の全部または一部地域（安谷屋地区、石平地区、荻道地区、瑞慶覧地区、島袋地区）
※対象区域の確認については、以下のお問合せ先までご連絡ください。

問い合わせ   沖縄防衛局企画部住宅防音課　☎ 098-921-8150（直通）

※ピンク色部分が対象範囲となります。

前田 美奈子

はいたい !
＼地域おこし協力隊です！／

のお知らせ

県 外 出 展

12/18～20
沖縄県北中城村
物産と観光フェア
＠KITTE 丸の内
（東京駅近く）

お近くにお住まいの

友人知人・ご家族に

声をかけて頂けたら

嬉しいです！

沖縄自動車道

ライカム交差点

北中城村役場

石平交差点

渡口交差点喜舎場
ハウジング地区

ロウワー・プラザ
住宅地区



5 2019. 11月号  　  

長崎平和学習の旅

長崎平和学習　　渡辺 珠月

　私は、八月七日～十日までの間、長崎へ行き平和学習
をしてきました。そこでは、長崎原爆についてくわしく
学びました。原爆遺構巡りでは、森口貢さんに講師をし
てもらいました。原爆資料館見学、原爆遺構巡りを北谷
町と合同で学習しました。爆心地を爆風で飛ばされた建
物や爆風の熱によって焼けてしまったところを参考にし
て推測し見つけていきました。ピースフォーラムでは、
被爆者体験講話を聞き、長崎原爆の爆心地からすぐ南は
市街地だということを知り、その当時の生々しさがよく
分かりました。また、核兵器の怖さや地球の平和という
問題について知ることができました。この、フォーラム
のおかげで、原爆のことはもちろん、他県・他地域など
と色々な世代の人と知り合い・友人になることができま
した。四日間の体験の中で私は長崎原爆の恐ろしさや怖
さを深く知ることができま
した。また、色々な人と友
好関係を築くことができま
した。この体験は学校生活
にすぐにでも生かせられ、
更に社会に出た時に役に立
てていきたいです。

長崎平和学習の感想　　宮城 表太

　僕は、この長崎平和学習では、長崎のいろんな所を見
てまわったり、平和について学んだり、体験者の方々の
話から当時のことも知ることができました。平和祈念式
典に参列した際に、被爆者代表の方や長崎市長が平和へ
の思いなどを話していました。被爆者代表の方は「私た
ちが最後の被爆者となり、長崎が最後の被爆地になって
ほしい」と語っていました。この平和学習で僕たちは、
当時のことなどについてより深く知ることができまし
た。実際に被爆した方々の話や原爆の資料などを見て今
までより、より深く原爆について知り、平和な世界を実
現するためにはどうすればよいのかを考えることができ
ました。今も、世界には一万三千八百八十個もの核兵器
があるそうです。そのような状況の中でもう二度と同じ
ような悲劇が繰り返されないようにするためには、一人
一人がちゃんと平和のために今、自分にできることを考
えていかなければならないとわかりました。この平和学
習で学んだことを、これからも伝えていき平和の輪が広
がっていけるようにしたいと思います。また、北中城中
をいじめや暴力のような争いのない平和な学校としてあ
り続けられるようにしていきたいです。

長崎に行っての感想　　玉城 裕也

　僕は、八月七日から十日までの四日間、長崎であった
平和学習に行きました。今までは、沖縄戦のことだけ学
んでいた為、長崎に落ちた原爆の事はあまり知りません
でした。しかし、実際に長崎に行き、原爆の恐ろしさ、
戦争の悲惨さを改めて学べました。講師の森口さんの案
内では、原爆遺構巡りを行い一番印象に残っているのは、
一本柱鳥居です。一本柱鳥居は原爆の影響を受けながら
も一本の柱で立っていて住民達に生きる希望を与えた事
だと思いました。また、原爆資料館を見学した際には、
僕が一番印象に残っているのは十一時二分に止まった時
計です。時計のように止まってしまった人々の人生の事
を考えると改めて戦争の悲惨さを感じました。僕は初め
て長崎に行き、初めて被爆者の話を聞いて、生きてい
るからこそ味わう苦しさや後遺症などがあると知りまし
た。本当に七十四年前、原爆を落とす必要があったので
しょうか。死者七万三千八百八十四人、負傷者七万四千
九百九人をだして原爆を落とす必要があったとは思いま
せん。僕は、長崎が最後の被爆地になるため、そして二
度と悲惨な戦争をおこさないためにも、地域や学校、多
くの人達に知ってもらう為にしっかりと伝えていきたい
です。

長崎での平和学習　　山下 真澄

　私は、八月七日から八月十日まで長崎で平和学習をし
てきました。私は小学生の頃、沖縄戦の写真をみたとき
に、激を受け平和学習で使用される写真がとても嫌に
なってしまいました。ですが、戦争経験者が減少してい
る今、私が伝えていかなければならないと思い、克服し
て戦争の悲惨さと平和の尊さをさらに学ぶために長崎で
の平和学習に参加しました。私が長崎へ行って気づけた
ことは、長崎の人たちは八月九日をとても大切にしてい
るということです。前日からたくさんの思いが込められ
たろうそくが公園に集まっていたり、私達と同世代の
ピースボランティアの人たちが仕切ってピースフォーラ
ムを行っていたりと沖縄よりも平和を守る取り組みをし
ています。きっと長崎県民はいつまでもこの日を忘れる
ことはないと思います。沖縄も、長崎に負けないくらい
平和の尊さを発信していく場所にするために、私にでき
ることを見つけてそれをしっかり行いたいです。今の私
にできることは、学校での平和学習でもっと学び、それ
を後の世代に伝えることだと思います。もう二度と悲惨
な戦争をおこさないよう、私から平和のすばらしさを伝
えていこうと思うことができた旅でした。

　８月７日から１０日までの４日間、北中城中学校の２年生４
人が、長崎平和学習の旅へ参加しました。
　原子爆弾の被爆地でその痕跡を見聞し、また平和祈念式典や、
青少年ピースフォーラムへ参加することにより、多くの事を学
んだ参加者の感想文を紹介します。（一部抜粋）
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　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、妊
娠、出産する妊婦さんを祝福し、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、今年度で３度目となります。
　今回、村に寄贈された母子手帳ケースの総数は２０
０個で、「これまでも妊婦さんに喜んで使っていただ
いており、今回も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。

　中央公民館で「秋の全国交通安全運動出発式」が
行われました。
　美寿きたなかぐすくの喜納ユキ子さん、界トミさん
が沖縄警察署の大城署長から「一日警察署長」の委
嘱状を交付されました。
　交通安全宣言では、美寿の二人と喜舎場保育所の
子どもたちが元気よくアピールし、会場からは大きな
拍手が送られていました。

　「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催されました。
　中北消防団、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、浦添市消防団の６団体
が出場。
　中北消防団はチームワークを発揮し、ポンプ車操
法で３位、小型ポンプ操法女子の部で２位、応用操法
で１位の結果となりました。

　第３１回北中城村長杯沖縄県選抜少年サッカー大
会がうるま市具志川多種目球技場で行われました。
海邦国体記念事業として、本村のサッカー振興の契
機とすることはもとより、本県少年サッカーのレベル
向上への寄与と共に県内のリーダー養成の一環とし
て毎年この時期に開催。（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）
　大会には、各地区から代表選抜の16チームが参加
しました。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。

〈試合結果〉   優勝 ： 島尻西　  準優勝 ： 那覇ＦＣ

JAおきなわ北中城支店より
母子手帳ケースの寄贈

秋の全国交通安全運動出発式

沖縄県消防協会中部地区支会
消防団操法大会

第３１回北中城村長杯
沖縄県選抜少年サッカー大会！！！
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み ん な の 広 場

　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人クラブ
連合会主催の第４３回ゲートボール大会を行いました。
　１３チーム、約８０名が参加し、日頃の練習の成果を発
揮しました。
　大会結果は次のとおりです。

特別賞（最高齢者）
與儀徹（島袋）   ９２歳
比嘉富子（島袋）９２歳
金城千代（石平）９２歳

優　勝　島袋老人クラブ１組
準優勝　屋宜原老人クラブ１組
三　位　屋宜原老人クラブ３組
四　位　島袋老人クラブ２組

　北谷町・北中城村・宜野湾市・中城村・西原町は災
害時に被災している協定自治体に対して、人・モノ・場
所を融通し、応急対策及び復旧活動が円滑に遂行さ
れるように相互応援協力を目的とした、「北谷町・北
中城村・宜野湾市・中城村・西原町災害時相互応援協
定」を締結しました。
　新垣村長は「大きな市町村との相互応援協定は村
としても心強い。また災害はいつ発生するか予測が
出来ないので、住民にとっても心強い」と述べました。

　 公 益 社 団 法 人 沖
縄県地域振興協会の

「 令 和 元 年 度コミュ
ニティ活動促進事業」
の助成金を活用し、熱
田自治会から要望が
あった芝刈機、草刈

機、チェーンソー等を設置しました。
　この事業は、地域のコミュニティ活動の促進に寄与
することを目的に助成を行う事業です。これらの備品
の導入によって、熱田自治会のコミュニティ活動の活
性化が期待されます。

　イオンモール沖縄ライカム内で、トゥシビーWEEK
「カジマヤーパレード」が開かれ、買い物客が集う
ショッピングモール内をオープンカーが走りました。
　トゥシビーとは無病息災を祈る沖縄の「生年祝い」
を祝う文化。
　今年は亥年生まれが対象で、数え９７歳に当たるカ
ジマヤーでは、長寿を祝い、あやかります。
　今回パレードでオープンカーに乗ったのは、北中城村
内在住の９７歳、桃原峰子さんと宮城春子さん。カジマ
ヤーの長寿にあやかろうと、多くの人がパレードに足を
止め握手を求めていました。桃原さんは３代目（2013
年）の美寿きたなかぐすくで、「賑わっている場所でカジ
マヤー祝いができてとても嬉しい」と話しました。

第４３回村老連ゲートボール大会

５市町村災害時相互応援協定締結

公益社団法人沖縄県地域振興協会　
令和元年度コミュニティ活動促進事業

イオンモールで
カジマヤーパレード
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MOONLIGHT YOGA

+
SOUND MEDITATION

１１月１４日（木）
午後６時開場、６時３０分 START
＠中城城跡

　夜に最適なヨガ「月の礼拝」では、ゆったりとしたシーク
エンスで身体を整えます。キールタン（音楽瞑想）では、「唄
うヨガ」として、ヨガのマントラを参加者全員で唄います。
ヨガ講師：玉城類　　キールタン講師：Kairava

派 遣 期 間：2020 年 3 月予定（6 泊 8 日予定）
派 遣 内 容：米国の政府機関表敬訪問、視察、現地学生等との交流等
事 業 負 担：米国までの往復国際航空運賃、プログラム中の　　

食事、宿泊費、交通費、旅行傷害保険料
派遣対象国：米国（ワシントンＤＣ，ニューヨーク等を予定）
派遣対象者：沖縄県出身で、北中城村に居住する者
　　　　　　または村出身で沖縄県内に居住する者

派 遣 人 数：若干名
英語力目安：高校生：英検準 2 級、TOEIC400 点以上
　　　　　　大学生：英検 2 級、TOEIC500 点以上
提 出 期 限：2019 年 12 月 13 日（金）17:00 まで（必着）
参加申し込みについては、村ＨＰに掲載している募集要項
等をご確認ください。

１１月１6日（土） 午前10時

１１月１7日（日） 午前10時〜午後4時
場　所：荻道公民館

舞台装飾▽作品展示▽老人クラブの
菊の玉造▽ちょう部会のオオゴマダラ
ハウス展示▽仁陶器工房・青陶舎・陶
器販売▽ガラス工房ブンタロウ・切子
体験等▽17日ミニコンサート予定
村民多くの方々の来場をお待ちして
います。

日本政府（外務省）では「対日理解促進交流プログラム」として、沖縄の将来を担う人材を米国へ派遣する事業を
行っています。この機会に海外で学んでみませんか？

日 時
日 時

第33回 荻道総合展示会

高校生・大学生の米国への派遣プログラム募集のお知らせ

参加費無料

【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 9時～ 18時
E-MAIL：kitanaka@goodjoboki.com

【問い合わせ・提出先】
村役場　企画振興課　企画係　☎ 935-2233（内線 413）

【問い合わせ】村役場企画振興課地域振興係（内線 416）

北中城村 de グッジョブ!!
～北中城村グッジョブ地域連携協議会～

　北中城村グッジョブ地域連携推進事業では、地域の産学官が連携し、子どもたちに地域の魅力や
仕事の楽しさ、やりがいなどを知ってもらい様々なキャリア教育を通し、北中城の未来を担う人材育成
を早期から行っています。本フォーラムでは未来を担う子どもに対し、身近な大人がどのように接して
いけばよいか、いま社会が求めている力を知り、子ども達への進路相談や進路の後押しになる機会と
することを目指しています。

日　時：11月17日（日）10:30～12:00　開場　10:00
場　所：イオンモール沖縄ライカム　3階イオンホール　※駐車場に限りがございますのであらかじめご了承ください。
定　員：100名　入場無料　お申込みは、下記のお問い合わせ、またはQRコードから

未来を創る子どものために一緒に考えよう！北中城村キャリア教育フォーラム2019
どう伸ばす？“子どものチカラ”～家庭・学校・地域でできること～

テーマ「いごこちのいいじぶんづくり～自己肯定感を育てよう～」

北中城村キャリア教育フォーラム 2019 を開催いたします！！ 

協議会HPは
コチラから

お申込み
フォームは
コチラから

協議会ブログは
コチラから

保護者が就労等により昼間家庭での養育ができない小学生
令和元年11月1日（金）より　※各放課後児童クラブにて配布いたします。
令和元年11月15日（金）～11月29日（金）
※受付は先着順ではありません。各クラブにて、入会審査により決定します。
※期間以降の申込については、空き待ちになる可能性があります。
直接、各放課後児童クラブへお申込下さい。

現在建築中で、公立民営の施設です。申込については、別途期間を設け、募集いたします。

申込用紙は、村役場 福祉課にて配布します（在園児は各保育施設より配布します）。
勤務証明書等、一部の様式については、村ホームページにも掲載しています。

令和2年度放課後児童クラブの募集受付が下記の期間で行われます。申込書類配布および受付を各放課後児
童クラブにて行います。募集人数・受付期間などの詳しい内容につきましては、各放課後児童クラブまでお問合
せください。

令和2年4月1日時点で、「保育を必要とする事由」がある旨の認定（支給認定）を受け、保護者とともに村内に在住する小学校
就学前の児童（保育施設での集団保育に支障のない者）
継続利用の現況届　令和元年10月21日（月）～11月1日（金）
新規利用の申込　令和元年11月25日（月）～12月6日（金）

（継続利用希望のきょうだい児がいる新規利用希望児童は、継続利用の現況届提出期間に受付可）
土・日・祝祭日を除く、午前8：30～12：00・午後1：00～5：00
北中城村役場　福祉課　※各保育施設での書類の受理はできかねます。 
認定こども園（0歳児クラス～5歳児クラス）
・法人 幼保連携型認定こども園　アリス幼稚園　（字美崎163 ☎935-2256）
認可保育所（0歳児クラス～5歳児クラス）
・公立 喜舎場保育所　（字喜舎場240 ☎935-2510）
・法人 つなぐ保育園　（字喜舎場1034 ☎932-5226）
・法人 百登保育園　（字島袋1927-1 ☎932-8118）
・法人 すてら保育園　（字仲順376-11 ☎989-7447）　
地域型保育事業（0歳児クラス～2歳児クラス）
・法人 事業所内保育事業　ピーターパン沖縄ライカム　（イオンモール沖縄ライカム内2階 ☎989-7484）
・法人 小規模保育事業　もりのなかま保育園 喜舎場園　（字喜舎場266-4 ☎988-5649）
※一斉受付期間外に申し込んだ場合、欠員補充の対象となりますのでご注意下さい。
※職場や民生委員等の証明書等、添付書類発行に時間がかかる場合がありますので、余裕をもってお手続き下さい。
※村外の認可保育事業（認定こども園、地域型保育事業等）を利用する場合も、北中城村での支給認定申請が必要です。

☆入所対象児童

☆一斉受付期間

☆受付場所

【申込書類配布】
【対象児童】

【申込受付期間】

【受付場所】

【令和2年4月1日
開園予定の

施設について】

☆村内認可
保育施設一覧

【問い合わせ】村役場 福祉課 ☎935-2233 保育所担当

【問い合わせ】村役場 福祉課 児童福祉係（内線253）

施設名
しまぶく学童クラブ（仮称）

所在地
村立島袋小学校敷地内

定　員
60名（予定）

施設名
学童ふれあいクラブ（パークサイド児童学園）

アリス学童クラブ
すてら学童クラブ
大空子どもくらぶ

はにんんすキッズ学童（仲順クラブ）

所在地
字安谷屋1067-2

字美崎148
字仲順376-11

字安谷屋1422-2
字仲順228-1

連絡先
935-4729

090-1179-1650
935-1525
800-2792
923-2598

書類の提出は
おはやめに

令和2年4月 保育施設入所（一斉受付）のご案内

令和2年度　北中城村放課後児童クラブ入所案内

※北中城村では、ひとり親家庭等で村内の放課後児童クラブを利用している方に対してのクラブ利用料（上限額5,000円）の助成いたします。
利用料の補助に必要な手続き、内容については問い合わせください。

詳しくは FaceBook　　　　　　　　　　　　　で検索城ヨガ

要申し込み
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保護者が就労等により昼間家庭での養育ができない小学生
令和元年11月1日（金）より　※各放課後児童クラブにて配布いたします。
令和元年11月15日（金）～11月29日（金）
※受付は先着順ではありません。各クラブにて、入会審査により決定します。
※期間以降の申込については、空き待ちになる可能性があります。
直接、各放課後児童クラブへお申込下さい。

現在建築中で、公立民営の施設です。申込については、別途期間を設け、募集いたします。

申込用紙は、村役場 福祉課にて配布します（在園児は各保育施設より配布します）。
勤務証明書等、一部の様式については、村ホームページにも掲載しています。

令和2年度放課後児童クラブの募集受付が下記の期間で行われます。申込書類配布および受付を各放課後児
童クラブにて行います。募集人数・受付期間などの詳しい内容につきましては、各放課後児童クラブまでお問合
せください。

令和2年4月1日時点で、「保育を必要とする事由」がある旨の認定（支給認定）を受け、保護者とともに村内に在住する小学校
就学前の児童（保育施設での集団保育に支障のない者）
継続利用の現況届　令和元年10月21日（月）～11月1日（金）
新規利用の申込　令和元年11月25日（月）～12月6日（金）

（継続利用希望のきょうだい児がいる新規利用希望児童は、継続利用の現況届提出期間に受付可）
土・日・祝祭日を除く、午前8：30～12：00・午後1：00～5：00
北中城村役場　福祉課　※各保育施設での書類の受理はできかねます。 
認定こども園（0歳児クラス～5歳児クラス）
・法人 幼保連携型認定こども園　アリス幼稚園　（字美崎163 ☎935-2256）
認可保育所（0歳児クラス～5歳児クラス）
・公立 喜舎場保育所　（字喜舎場240 ☎935-2510）
・法人 つなぐ保育園　（字喜舎場1034 ☎932-5226）
・法人 百登保育園　（字島袋1927-1 ☎932-8118）
・法人 すてら保育園　（字仲順376-11 ☎989-7447）　
地域型保育事業（0歳児クラス～2歳児クラス）
・法人 事業所内保育事業　ピーターパン沖縄ライカム　（イオンモール沖縄ライカム内2階 ☎989-7484）
・法人 小規模保育事業　もりのなかま保育園 喜舎場園　（字喜舎場266-4 ☎988-5649）
※一斉受付期間外に申し込んだ場合、欠員補充の対象となりますのでご注意下さい。
※職場や民生委員等の証明書等、添付書類発行に時間がかかる場合がありますので、余裕をもってお手続き下さい。
※村外の認可保育事業（認定こども園、地域型保育事業等）を利用する場合も、北中城村での支給認定申請が必要です。

☆入所対象児童

☆一斉受付期間

☆受付場所

【申込書類配布】
【対象児童】

【申込受付期間】

【受付場所】

【令和2年4月1日
開園予定の

施設について】

☆村内認可
保育施設一覧

【問い合わせ】村役場 福祉課 ☎935-2233 保育所担当

【問い合わせ】村役場 福祉課 児童福祉係（内線253）

施設名
しまぶく学童クラブ（仮称）

所在地
村立島袋小学校敷地内

定　員
60名（予定）

施設名
学童ふれあいクラブ（パークサイド児童学園）

アリス学童クラブ
すてら学童クラブ
大空子どもくらぶ

はにんんすキッズ学童（仲順クラブ）

所在地
字安谷屋1067-2

字美崎148
字仲順376-11

字安谷屋1422-2
字仲順228-1

連絡先
935-4729

090-1179-1650
935-1525
800-2792
923-2598

書類の提出は
おはやめに

令和2年4月 保育施設入所（一斉受付）のご案内

令和2年度　北中城村放課後児童クラブ入所案内

※北中城村では、ひとり親家庭等で村内の放課後児童クラブを利用している方に対してのクラブ利用料（上限額5,000円）の助成いたします。
利用料の補助に必要な手続き、内容については問い合わせください。
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健全化判断比率の状況
各指標（早期健全化基準） 平成29年度 平成30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
実質公債費比率（25％） 5.3％ 5.6％ 良好
将来負担比率（350％） 68.5％ 64.5％ 良好

主な財政指標

各指標 平成29年度 平成30年度 (参考)県内
市町村平均(H29) 評価

経常収支比率 85.1％ 91.1％ 87.2％ 不十分
財政力指数 0.57 0.64 0.37 良好
公債費負担比率 7.2％ 7.8％ 12.2％ 良好

　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。

　「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。
　経常収支比率は、交付税の錯誤
の影響で歳入が減となったことや
人件費、扶助費の増加で比率が上
昇しています。

平成30年度決算が9月村議会で認定されました。
北中城村の財政は健全！？ 皆でチェックして見ましょう！

問い合わせ／村役場 企画振興課 財政係 ☎︎935-2233（内線412）

歳入から歳出と繰越額を差し引いた実質収支は、2億9,090万円の黒字です。

※基準％以下が健全。

村の財政は健全？

決算は黒字？赤字？

財政指標を見てみよう！

主な事業を見てみよう！

平成30年度北中城村
一般会計決算額

77億4,838万円（対前年度比11億4,597万円、12.9％の減）

74億1,041万円（　〃　9億5,946万円、11.5％の減）

歳入

歳出

ハード事業 ソフト事業

より詳しい決算資料は、 へ北中城村 検索

認知症疾患医療センター
（北中城若松病院内）

北中城村字大城３１１　☎０９８-９７５-６１２２

認知症の人とご家族が、住み慣れた地域で安心して
生活が送れるための支援を行います。気軽にご相談
ください。（完全予約制のため予約はお電話で！）

●
● ●

アガペ会施設紹介

医療法人

アガペ会

グループホーム
わかまつ

若松苑

北中城 若松病院

・入所療養介護
・短期入所療養介護
・若松苑デイサービス

認知症疾患医療センター

中村家
成田山中北

消防 中城公園

決 算 状 況

○ライカム交 差 点 交 流オアシス整 備 事 業・・・・2,222万円
○公営墓地整備事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,509万円
○ 安谷屋第二地区畑地かんがい施設整備事業・・・2,763万円
○村道北中城高校127号線整備事業・・・・・・・3,840万円
○村道中城公園アクセス線整備事業・・・・・・・・1,305万円
○アワセ土 地 区 画 整 理 組 合 負 担 金・・・・・・3億5,700万円
○北中城中学校外溝整備、防球ネット張替工事・・・1,357万円
○ 中 央 公 民 館 ホ ール 空 調 機 能 復 旧 事 業・・・・・・3 9 9 万
○学校給食調理場備品購入事業・・・・・・・・・・・・・・5,078万円

○保育士確保対策事業費・・・・・・・・・・・・377万円
○認可保育所整備補助金・・・・・・・・・・・2,400万円
○子ども医療費助成事業・・・・・・・・・・・3,948万円
○農を活かした北中城活性化事業・・・3,051万円
○地域おこし協力隊事業・・・・・・・・・・・・2,094万円
○児童生徒県外派遣旅費等支援事業・・・1,217万円
○学習支援員、特別教育支援員配置事業・・・4,078万円
○学校給食費補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・986万円
○村民体育館ランニングコスト（５カ月分）・・・3,621万円

平成30年度
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問い合わせ／村役場 税務課 徴税係 ☎︎９３５－２２３３（内線２２７）

問い合わせ／村役場健康保険課 健康対策係 
☎︎９３５-２２３３（内線２６８）

高齢者インフルエンザ
予防接種のお知らせ

年末調整等説明会の
ご案内について

　北中城村では沖縄県と共同で１１月と１２月を村税の「徴収強化月間」と
して以下の項目に取り組みます。

　滞納者には
・急な支払いの時に、預貯金口座が差し押さえられてしまって引き出しができない！
・仕事に向かうための自動車がタイヤロックされ、出勤できない！
など、滞納となって処分されないためにも、早めに村役場の税務課窓口にて
ご相談をお願いいたします。

　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。
納付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。

はありませんか？
１１月・１２月は村税の徴収強化月間です！

催告文書、電話、自宅や勤務先
へ訪問による納税の催告。

給与差押のため勤務先へ
給与調査。

官公署や金融機関へ滞納者
の財産調査。

預貯金、不動産及び自動車な
どの差押や公売等の滞納処分
などを行います。

　６５歳以上の方は、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。
【対象者】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
① ６５歳以上の方
② ６０歳～６４歳の方で心臓、腎臓または、呼吸器の機能に

自己の身辺の日常生活活動が極度に制限さる程度の
障害を有する方、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機
能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害のある方

令和元年10月1日から令和2年2月29日まで
1回
1,000円（※生活保護世帯の方は、個人負担
免除になりますので、「生活保護受給証」または

「医療券」を持参して接種をしてください。）
指定医療機関（各自お問い合わせ下さい。）

　年末調整及び法定調書等の作成のしかたについて、
以下の日程で開催いたします。

※対象市町村等欄、時間をご確認ください。
※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。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。

開催日 対象市町村等 時　間 会　場

11/28
（木）

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 真 志 喜
4-3-1

宜野湾市、うるま市
嘉手納町、北中城村
手話通訳者による

説明希望者

13：30～
16：00

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

実施期間

接種回数

自己負担

接種場所

税のおさめ忘れ

納税は
おさめ忘れのない
口座振替が
便利です！
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本 の 紹 介
「３日食べなきゃ７割治る」

船瀬　俊介　著

「猫がよろこぶインテリア」
ヤノ　ミサエ　著

「あの超加工食品があなたを蝕む
お菓子中毒を抜け出す方法」

白澤　卓二　著

　病気になっても「食うな、動く
な、寝てろ」で、免疫力、排毒力が
増強し、みるみる治る ! 「自然治癒
力を呼び覚ます」「遺伝子を活性
化する」など空腹がもたらす利点
を紹介。さらに、病気を癒す笑い
や筋トレの効果も解説する。

　白砂糖や果糖、人工甘味料、小
麦、食塩、油がたっぷり使われた
超加工食品「お菓子」。心身に弊害
をもたらす要因を 7 つに絞り、な
ぜ中毒をもたらすのか、どんなダ
メージがあるのか、どのように抜
け出すのかを紹介する。

　猫とスッキリ、おしゃれに暮ら
すには ? 猫がよろこぶ暮らしも、
好きなインテリアもあきらめたく
ないフォトスタイリスト・ヤノミ
サエが考えた、“すっきり & シン
プル”な暮らし術を公開する。
猫と素敵に暮らすお宅も訪ねる。

北中城村教育委員会 生涯学習課　☎ 935-3773

 幸齢者学級（第５回目） 
日時 ： １１月２０日（水）午後２時～４時
場所 ： 村立中央公民館ホール
内容 ： 『高齢者運転について』
対象 ： 65歳以上
講師 ： 普天間自動車学校　王元 要

 歌声・発声講座♪ 
日　時 ： 11月11･18･25日の毎週月曜日
　　　　午前10時～11時30分
内　容：童謡・唱歌・歌謡曲・沖縄民

謡などを歌いボイストレー
ニングや肺炎予防体操を
行います！

場　所 ： 村立中央公民館　ホール
対　象 ： 村内在住・在職の方
講　師 ： 泉 惠得（声楽家）
受講料 ： 無料
　　　　※期間中随時受講可能です

 成人式の開催 
日 時 ： 令和2年１月12日（日）　

午後２時３０分
（午後２時受付）

場 所 ： 村立中央公民館 ホール
対 象 者 ： 平成11年４月２日から

平成12年４月１日生ま
れで本村に在住、本村
出身者

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

☆案内ハガキについては、本村に
住所を有する方のみ送付されま
す。転出された方は当日、直接
会場で受付してください。

【問い合わせ】
村教育委員会　生涯学習課
☎９３５－３７７３

我が村の伝統芸能団体の
活動を支援します

　村教育委員会では、「北中城村
伝統芸能振興基金」により、村内
の伝統芸能団体等の活動を支援
しています。
　これは、衣装などの備品購入
や、伝統芸能の振興・後継者育成
などに資する活動について、当該
基金から補助金として交付するも
のです。
　今年度は、北中城村青年連合
会、北中城中学校父母教師会な
どが補助金の交付を受け、活動
の活性化につなげています。
　この伝統芸能振興基金による
補助金事業について、令和2年度
分の補助金交付希望の募集・審
査を行います。希望団体等は、右
記を熟知の上、教育委員会まで応
募してください。

【問い合わせ】 生涯学習課 文化振興係 ☎935-3773
補助金を活用した、中学生による

「ふるさと芸能まつり」
（北中城中学校父母教師会）

募 集 期 間 令和元年11月1日（金）～11月22日（金）
対  象  者 村内に活動場所を有する伝統芸能団体

で、次の要件を全て満たすもの。
(1)組織の運営に関する規約等があること
(2)予算、決算、事業報告を的確に行えること

補 助 対 象 伝統芸能の保存継承及び後継者育成に関
する活動で、次のいずれかに該当するもの。
(1)村指定無形文化財保存団体の行う活動
(2)学校又は地域における伝統芸能の後
継者育成に関する活動
(3)その他村長が適当であると認めた活動

審 査 方 法 民間から選任した審査委員会による審査
の実施（予算の範囲内で交付団体・補助額
の内定）

※必ずしも全ての応募団体へ補助が認められるわ
けではありません。

※「北中城村伝統芸能振興基金」は、村とイオンモー
ル株式会社間で締結した村道の命名権販売契約

（ネーミングライツ契約）による収入を主な原資
として運用しています。
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イベント

■ 第25回文化祭展示部門
日 １１月２３日(土)、２４日(日)
午前１０時～午後６時（日曜午後５時まで）
内 美術、工芸、陶芸、書道、水墨画、
茶道、写真等の展示　その他
場 村立中央公民館

■ 大正琴３０周年記念発表会
日 １２月８日（日）
午後１：３０開場　午後２：００開演
内  ３０年間大正琴を楽しんでいる大先
輩の演奏や文化協会「ねーにーず」の
演奏他
場 村立中央公民館　
￥ 無料
問 村文化協会事務局
☎ ９３５－３７７３（内線26）

お知らせ
■ ダイバーシティでゆいまーる！
　 WE LOVE SPORTS FES
日 １１月１６日・１７日　午前１０時～午後５時
場 イオンモール沖縄ライカム
内  ２０２０年東京オリンピック・パラリン
ピックの機運醸成と多種多様なスポー
ツの楽しみ方を広くPRします。

募集
■ 村国際交流協会　英会話教室
　 受講者募集
　ネイティブ講師による基礎～中級の
英会話教室を開催
日 １１月６日～１２月１８日　
毎週月曜・水曜　午後７時～８時３０分
場 村立中央公民館　図書室
対 村内在住・在職の一般成人
￥ ３千円（資料代含む）
申 １０月２５日～１１月５日
問 北中城村国際交流協会
☎ ０８０－１７７１－４５３８

求人
■ ５町村保育士合同就職説明会
　北中城村・中城村・北谷町・嘉手納町・
読谷村の５町村合同で、保育士合同就
職説明会を開催。村内の百登保育園、す
てら保育園が参加。
日 11月30日（土） 午後１時～午後４時
場 嘉手納町中央公民館
対 保育士資格があり、保育園への
就職希望者、令和 2 年 3 月に保育士
養成校を卒業予定の方
問 村役場　福祉課　児童福祉係
☎ 935-2233（内線253）

ご芳志 ご芳志ありがとうございます

■ 村役場へ
▼玉城勉様（安谷屋１２１２番地） ２万円
　米寿祝記念として
▼喜納正子様（熱田299番地） ２万円
　米寿祝記念として
■ 社会福祉協議会へ
▼新垣善治様（石平２１６０） ５万円
　故母　新垣トミ様の香典返しとして
▼新垣善一様（安谷屋２１９４番地） ２万４８７円
　故姉　キヨコ・アラカキ・ヴァンデンス様の香典返しとして
▼安里洋様（仲順１３１番地） 5万円
　米寿祝記念として
▼安里信子様（大城７４番地） 金一封 
　トーカチ祝記念として
▼比嘉静江様（大城６５番地） 金一封
　米寿祝記念として
▼比嘉文子様（仲順１９５番地） ３万円
　米寿祝記念として
▼玉城勉様（安谷屋１２１２） ２万円
　トーカチ祝記念として
▼城間康仁・文子様（熱田３０７番地） ５万円　
　米寿祝記念として
■ 村老人クラブ連合会へ
▼新垣善治様（石平２１６０番地） ５万円
　故母　新垣トミ様の香典返しとして
▼比嘉静江様（大城６５番地） 金一封 
　米寿記念祝として
▼安里一三様（喜舎場７０番地） ５万円
　米寿記念祝として
▼山内敏子様（安谷屋１９８番地） ２万円
　米寿記念祝として
▼玉城勉様（安谷屋１２１２番地） ２万円
　米寿記念祝として
▼安里信子様（大城７４番地） 金一封
　米寿記念祝として
▼比嘉文子様（仲順１９５番地） ３万円
　米寿記念祝として
▼比屋根邦忠様（安谷屋２１０番地１）　２万円
　米寿記念祝として
■ 村育英会へ
▼安里洋様（仲順131番地） ５万円
　米寿祝記念として
▼安里一三様（喜舎場70番地） ３万円
　米寿祝記念として

日 日時　場 場所　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

ごみ収集について
　沖縄県にて、未承認の遺伝子組換えパパイヤ※が庭先などで生育している可能性があ
ります。（現在、農水産省にて遺伝子組換えパパイヤか否かを確認する検査を無償で実
施しています。）
※平成23年に未承認の遺伝子組換え体であると確認されたパパイヤが種子として販売

されていたときの名称「台農５号」
○未承認遺伝子組換えパパイヤは、国内における栽培や流通ができません。
　今後、庭先などで未承認の遺伝子組換えパパイヤと疑われる株がありましたら、以下
の連絡先まで情報提供をお願いします。

　11月23日（土）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。

　家庭から出る資源ごみのペッ
トボトル類は、ラベルとキャップ
を取り外して出していただきま
すようご協力よろしくお願いい
たします。
※ペットボトルのキャップ及びラ

ベルは「燃やすごみ」に入れ
てください。

●葉柄が緑色
●葉柄が赤くても「甘泉」や「豊
作」等の品種がわかるもの。
※「ＥＸＰ１５」や「甘泉」、「プレミア
ム」、「豊作」も赤（紫）色の葉柄を有
していますが、これまでに遺伝子
組換えパパイヤが見つかったこと
はありません。

の勤 労 感 謝 の 日

農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課 ☎03-6744-2102
沖縄総合事務局 農林水産部 消費・安全課 ☎098-866-1672
沖縄県 農林水産部 園芸振興課 果樹班 ☎098-866-2266
北中城村役場 農林水産課 農林水産係 ☎098-935-2233(内線114)

問い
合わせ

●品種不明で、葉柄が赤い。

未承認の遺伝子組換え
と思われるパパイヤ

問題のない
パパイヤ

資源ごみの出し方
についてお願い

国で認められていない遺伝子組換えパパイヤ
「台農５号」の除去にご協力を！
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和仁屋

9.1
4・

29 スポーツ交流と敬老会
比嘉 智恵子

　９月１４日にほっと愛
隊のメンバーが80歳
以上の対象者６０名の
ご家庭を訪問し、敬老
会の招待状とジュー
シーを配りました。
　２９日、敬老会の開始
前の午後3時から「ゲートボールの第１ゲート連
続通過ゲーム」を行いました。このゲームは、１０
個のボールを第１ゲートに３個以上連続通過さ
せるゲームです。結果発表は敬老会で行われ、
６０代以下、７０代、８０代以上それぞれ２位まで
表彰されました。
　敬老会には、２８名の対象者の方にご臨席い
ただきました。
　また、多くの区民も参加し、琉球舞踊や民謡
ショー、フラを楽しみながら、ご長寿をお祝いし
ました。

熱 田
9.1

5 村陸上競技大会
東恩納 恵子

　村陸上競技大会に参
加しました。雨の中、選
手の皆さんは走りや跳
躍、投てきで頑張ってく
れました。
　３０代～６０代の混成
リレーでは、いろんな意味で世代を超えてバトン
を繋げるっていいなーと感じました。
　選手の皆さん、応援に来た皆さんお疲れ様
でした。

大 城

8.2
3・

24 今年もやってきました
屋良 和正

　関西福祉科学大学・
ＹＭＣＡ米

よ な ご

子医療福祉
専門学校との交流会
がありました。学生や
教職員など総勢２０人
ほどの方々です。
　初日は公民館で老
人会の「生き生きふれあい会」に参加。学生の聞き取
り、発表と良い雰囲気で交流できました。
　２日目は花咲爺会と朝9時から大城喫茶店付近
の清掃。夕方５時からＢＢＱ交流会。食べて飲んで、
ゆるいおしゃべり。学生のエネルギーと可能性を
いっぱい分けて貰いました。

渡 口
9.28

　渡口婦人会主催
「フィリピン料理講習
会」が公民館調理室で
行われ、フィリピン出
身の宮城エリさんから
「パンシットビーフン
（焼きビーフン）」を教わりました。
　パンシットビーフンは、ビーフンと鶏ムネ肉、キャ
ベツ、人参、セロリなど細切りにした具材を炒めた
日本の焼きそばに近い料理です。フィリピンではお
祝い事など特別な日によく作られ、ご近所へもお
裾分けしたりするそうです。
　出来上がるとホールで親睦試食会。具材の彩り
も良く、鶏肉スープの旨みをたっぷり吸ったビーフ
ンは、ほどよい柔らかさで美味しかったです。
　エリさん、有意義な時間をありがとうござい
ました。

村内一斉清掃9.29

　「秋の清掃週間村内一斉清掃」が実施され、多く
の区民が参加して、渡口みどり公園、渡口慰霊塔、
拝所、公民館周辺などの清掃を行いました。
　先の台風で堆積した木の葉や木の枝を運び出し
たり、花壇の草刈り、枝の剪定、残暑厳しい中を皆さ
ん汗びっしょりになりながら頑張っていました。
　皆さんのご協力で区内がきれいになりました。本
当にお疲れ様でした。

パンシットビーフン
玉城 小百合
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島 袋
9.2

6 台湾との民俗芸能交流会
仲宗根 さゆり

　台湾からの芸能交流
視察団と字島袋民俗芸
能保存会による交流会
が島袋公民館において
開催されました。
　台湾からの参加者は
「原住民」(先住民)27
名で「伝統的な歌唱」が披露されました。
また島袋からは、四つ竹・赤木名節・青年エイ
サーが披露され台湾の皆さん大喜びでした。

仲 順
8.2

4 仲順夏祭り
比嘉 いづみ

　急な台風の発生にヒヤヒヤでしたが、無事に
夏祭りを開催することが出来ました。
　子どもエイサーやサクソフォン演奏、ミニライ
ブ等で会場は大盛り上がり。青年エイサーでは、
ちびっ子達も舞台前に勢ぞろい！
　最後は盛大なカチャーシーで幕を閉じました。

北中城
団地

9.1
5 台風なんかに負けないぞ～‼

宮城 奈々

　令和最初の北中城村陸上競技大会が、沖縄市
陸上競技場で行われました。台風の影響で悪天
候でしたが、団地自治会も子供から大人まで選
手・応援団員として参加しました。
　14自治会中5位の好成績でした。ずぶ濡れに
なりましたが、心に残る大会になりました。

喜舎場
9.6
カジマヤー、米寿祝い合同記念品贈呈式

岩永 妙子

　喜舎場公民館において自治会、熟年クラブ、
村役場、村老連のカジマヤー、米寿祝いの記念
品贈呈式が行われました。
　対象者の方やご家族、自治会役員、熟年クラ
ブ三役、民生委員が出席し、公民館長、熟年クラ
ブ会長、村長や村老連会長より対象者の方々へ
ご祝辞や記念品を贈りました。また対象者の皆
様がお礼のことばと各々の健康法などを話して
いました。皆様おめでとうございます。

『婦人会は地域（むら）の宝』9.14

　中部地区婦人連合会の第29回島クトゥバし
語やびら大会に喜舎場婦人会長の比嘉悦子さ
んが出場し、演題「婦人会は地域（むら）の宝」を
発表しました。
　悦子さんは『村の文化協会の方々のご指導も
あり大変勉強になりま
した。地域活動は字、村
の宝だということを伝
えたかったので良い機
会を与えて頂き感謝で
す。』と感想を述べてい
ました。

安谷屋

10.6
第 48 回　安谷屋区民運動会

玉城 奈津美

　区民の皆さんが若松公園へ集合し区民運動会
が行われました。始めにラジオ体操で体をほぐし
た後、各組ごとに分かれ１０競技を楽しみながら
競い合いました。先輩方が幼い頃に遊んでいた
というチューブ転がし、ゴールマー転がしも競技
として取り入れ、若者は難しいーと、口にしながら
頑張っていました。最後の競技は参加者全員で
行う大綱引き！東西
に分かれて両者力
強く綱を引っ張りま
した。まだ日差しも
照らす中、気持ちい
い汗を流しました。
皆さんお疲れ様で
した。



※祝日等に当たる場合は変更もしくは予定なし

相 談 名 と き　／　と こ ろ　／　担 当 内　容 相 談 員

相
談
コ
ー
ナ
ー

税に関する
相談

11月6日 （水）
予約制です

午後1時～午後4時
予約先 ： 村役場総務課
／☎935-2233（内313）

村役場総務課

相続・贈与・土地譲渡等の
税金の相談 税理士 ： 喜納秀樹

人権相談 11月1日 （金） 午後1時～午後4時 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

法律相談 11月7日 （木）
予約制です

午後1時～午後4時
予約先 ： 村役場総務課
／☎935-2233（内313）

法律的な相談であれば
どんな内容でも可 池宮城紀

としお

夫　弁護士

行政相談 11月7日 （木）
和仁屋公民館 午後2時～午後4時 行政に対しての苦情や

要望などの相談
比嘉洋子　行政相談委員
行政苦情110番／☎867-1100
行政相談委員への相談は／☎935-2233

教育相談 月曜日～金曜日
（要予約） 午前8時半～午後3時半 村教育委員会

教育総務課
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

障害に
関する相談

月曜日～金曜日 午前8時半～午後5時15分
村役場福祉課

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）
専門相談員への相談は
／☎935-2233  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

高齢者
なんでも相談 月曜日～金曜日 午前8時半～午後5時15分 地域包括

支援センター
／☎935-5922

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

もの忘れ相談 月曜日～金曜日 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

保健師・看護師、または
認知症専門医 （要事前相談）

心配ごと相談 月曜日～金曜日 午前10時～午後4時 村社会福祉
協議会

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 ： 富永みさ子
火 ： 仲田美和子
水 ： 大城幸子／☎935-4755 （FAX兼用） 
木 ： 仲田美和子
金 ： 消費生活相談員

育児に関する
相談 月曜日～金曜日 午前8時半～午後5時 子育て

支援センター 育児に関する相談全般 子育て指導員 （保育士）
／☎982-0505

集
い

ふれあい
子育てサロン

★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 ★第4金曜日 ： 安谷屋公民館

（いずれも午前10時～正午まで）

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

区分 喜舎場 仲順 熱田 北中城
団地 和仁屋 渡口 島袋 屋宜原 瑞慶覧 石平 安谷屋 荻道 大城 軍施

設内 美崎 ライカム 外国人 合計

男 891 719 686 159 369 368 2,491 385 120 164 952 305 172 13 415 203 217 8,412 
女 901 743 664 206 407 360 2,770 434 143 172 1,013 284 203 38 462 234 154 9,034 
計 1,792 1,462 1,350 365 776 728 5,261 819 263 336 1,965 589 375 51 877 437 371 17,446 

世帯数 695 592 541 129 322 336 2,247 335 122 164 775 235 155 25 349 185 141 7,207 
比嘉の 99世帯、男 91人、女 110人　計 201人は島袋に含まれます。外国人とは、大使、公使、総領事及びその家族、大使館の職員、外交官とその家族、地位協定該当者を除いた数です。

行政区別人口・世帯数（9 月末現在）

2019年10月25日　発行／北中城村役場　編集／企画振興課　〒901-2392　沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2
TEL 098-935-2233（代表）　FAX 098-935-5536　ホームページアドレス http://www.vill .kitanakagusuku.lg.jp　印刷／株式会社近代美術村の人口（9 月末現在、カッコ内は先月比） 男　8,412（＋11）　　　女　9,034  （＋11）　　　計　17,446（＋22）　　　世帯数　7,207 （＋10）
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特集　健康への取り組み
保育所入所案内
観光周遊バス

2019

11
NO.623

〈今月号の内容〉

北中城村民のみなさん特定健診を受診しましょう！

カジマヤーパレードに参加する桃原峰子さん（97歳）、宮城春子さん（97歳）。イオンモール沖縄ライカムにて。

祝・カジマヤー　祝・カジマヤー　
健康長寿いちまでぃん健康長寿いちまでぃん

11月25日 9：20より運行スタート！
■１時間ごと１日９便
実施期間：令和４年３月末まで。■運休（旧盆、年末年始）

詳しくは 北中城村 HPへ

北中城村役場

使えません

利用可能
駐車場

高
速
道
路

県道81号線
●
JA

イオンモール沖縄ライカム

中央公民館（カフェエリア付近）

仲順（北中城中学校前）

中城城跡

中村家住宅

パークサイド（カフェエリア付近）

北中城村役場（喜舎場SIC付近）

ホテルコスタビスタ沖縄

あやかりの杜

観光周遊バス はじまります
無料！




