
村の人口（10 月末現在、カッコ内は先月比） 男　8,409（－3）　　　女　9,046  （＋12）　　　計　17,455（＋9）　　　世帯数　7,221 （＋14）
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特集　トゥシビー 慶祝訪問
犬猫に首輪をつけましょう

小中学入学説明会、就学援助制度
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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！

フレイルサポーター養成講座にて＠社協
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　2020年に開催されるベスト・オブ・ミス沖縄大会の
PRに2019年沖縄大会ミス・グランドの栽　愛美さん
とベスト・オブ・ミスファイナリストの玉那覇　愛さん
が新垣村長を訪ねました。
　お二人は大会の開催だけでなく、沖縄県の地域活
性化や女性の社会進出を目的に活動して、日本一の
女性を沖縄県から誕生させたいと語りました。

　姉妹町村の岩手県葛巻町と北中城村の合同物産
展がイオンモール沖縄ライカムで３日間開催されまし
た。葛巻町からは、毎年大人気の生乳入りの濃厚ソフ
トクリームやチーズの乳製品、ワインが販売され、ほ
とんど完売でした。
　北中城村からは、特産品のアーサを使ったまんじゅ
うや麺、スープなどが並び、和菓子屋「羊羊　YOYO 
AN FACTORY」やパン屋「Cotonohwa+くらげパ
ン」が初出店となりました。

　第１７回夏休み海外短期留学、第１２回英語キャン
ププログラムに参加した児童・生徒が学んだことを発
表する合同報告会が中央公民館で行われました。
　児童・生徒たちは、英語の学習だけでなく、日本と
は違う文化や歴史を肌で感じたこと、普段とは違う生
活を通して成長できたことなどを語りました。

　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。
　この体験学習は、今年で２６回目を数え、前半には助
産師の百名奈保先生による「中学生に知ってほしい思
春期の心とカラダ」についての講話が行われました。
　その後、生徒たちはクラスごとに分かれて、緊張し
ながらも抱っこを体験し、赤ちゃんの笑顔に癒されて
いました。
　実際に赤ちゃんと触れあい、子育
て中のお母さんたちからお話を聞い
たりすることで、生命の大切さや親へ
の感謝の気持ちなど今後のライフス
テージを考えるきっかけとなりました。

2020ベスト・オブ・ミス沖縄大会

海外短期留学・
英語キャンプ合同報告会

赤ちゃん抱っこ体験

葛巻町×北中城村合同物産展

10
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28
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8〜10 み ん な

広 場
の

百名奈保先生
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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村
老連主催（会長、安里幸男）による第２４回北中城村
老人クラブ連合会グラウンドゴルフ大会が３４チー
ム、約１９０名の参加で開催しました。
　大会結果は次の通りです。

　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２５回村老連親睦ゴル
フ大会が開催され、４６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。

　10/2(水)北中城村社会福祉センターにて、黄金わらび会主催
『元気っこうんどう会』が開催されました。

　家庭保育中の0歳児～4歳児の親子45組が参加し、年齢に分
かれて親子種目や、玉入れ、かけっこなど、お父さん、お母さんと
一緒に頑張りました。
　子育ては難しいこともたくさんありますが、成長した姿を見る
と感動はひとしおです。たくさんの応援と拍手が溢れる時間とな
りました。
　子育て支援センターきたなかぐすく、子育てサロン、児童館（仲
順児童館・島袋児童館）をお気軽にご利用下さい。

※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』『子育てサロン』『児童館』が互いに協力
し、地域の子育てを応援する会です。

※ホールインワン１回が３２名、２回が３名。
　計３８回（計３５名）

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

ベストグロス賞   安里正一（喜舎場）
優　勝　安里盛政（安谷屋）
準優勝　大城克信（和仁屋）
三　位　安和守武（荻道）
ニアピン賞
比嘉正仁（島袋）、比嘉英順（島袋）、
喜屋武信栄（島袋）、安里長協（仲順）

団体の部
優　勝  熱田かりゆし会２組
準優勝  熱田かりゆし会１組

3 　位  島袋老人クラブ１組
4 　位  屋宜原老人クラブ１組

個人の部(男性)
優　勝  喜屋武信栄(島袋)
準優勝  大城正和(渡口)
3 　位  大城秀雄(熱田)

個人の部(女性)
優　勝  玉栄美枝子(島袋)
準優勝  比嘉富子(島袋)
3 　位  安里サエ子(島袋)

第２４回村老連グラウンドゴルフ大会第２５回北中城村老連親睦ゴルフ大会

黄金わらび会主催『元気っこうんどう会』

10
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み ん な の 広 場

　ハワイ生まれの県系２世で、北中城村島袋で幼少
期を過ごした比嘉太郎をテーマにしたシンポジウム

（主催：比嘉太郎会）が、村中央公民館で開かれ、約
250人が参加しました。
  １部ではノンフィクション作家の下嶋哲郎さん（７８）
が講演し、戦後沖縄復興に尽力した比嘉太郎の生涯
を振り返りました。また比嘉太郎氏の長男、アルビン・
アイザック・ヒガさんがロサンゼルスより来沖し、父親
の姿を伝えました。
  そのほか、北中城村在住南米留学生３人の歌や踊り
のパフォーマンスやカイルアフラダンスサークルの演
舞などが披露され、会場はハワイ、沖縄、南米と国際
的な雰囲気に包まれました。

　イオンモール沖縄ライカムのご厚意で10月24日
から1週間、イオンモール水槽前広場で「東北大震災
津波復興応援フェア」を開催しました。
　青森、福島、宮城から８社が出店。原発の帰宅困
難地区の会社、台風19号で浸水被害を受けた会社
も参加し、社協、YORISOI隊、KKPで日々、販売をサ
ポートしました。
　来年は物産展用の設備の整ったアースコートを会
場に、もっと多くの出店社を連れてきて、東北の珍し
い特産品を紹介したいと意気込んでいました。

　北中城村字渡口の沖永開発が、２０１９年度「道路
愛護功労者表彰国土交通大臣賞」を受賞しました。
　沖永開発では、2008年より毎月１回、「ボランティ
ア・サポート・プログラム」として渡口十字路周辺の清
掃活動を社員一丸となって行ってきました。
　国道３２９号線は交通量が多く、活動当初はゴミ袋３
枚分が一杯になったといいます。
　ゴミ一つない歩道を目指し、地域環境づくりを１０
年以上に渡って継続してきたことが、今回の受賞につ
ながりました。
　「今では高校生らもゴミを拾ってくれたり、ゴミの総
量自体も以前より減ってきたことがうれしい」と同社
の安里邦夫会長は話しました。

比嘉太郎ふるさとシンポジウム

東北大震災津波復興応援フェア沖永開発　
国土交通大臣より感謝状

10
5

10
24
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3
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み ん な の 広 場

年をとって筋力や体力が低下し、社会とのつながりも低下した状態を「フレイル（虚弱）」と言います。
フレイルは介護が必要な状態の一歩手前ですが、正しい対策をすれば予防することができます。
　北中城村では、県内で初めて
フレイル予 防 講 演 会を8月に開
催。10月下旬にサポーター養成
講 座を初 開 催しました。今 回は
先進地域の和歌山県紀の川市よ
り、畠中美文さん（68）、井口和
彦さん（72）が来沖。紀の川市で
は現在100人ほどのフレイルサ
ポーターが 在 籍し、手 探りの活
動で3年間地域での取り組みを
続けています。
　村内からは、約40人が2日間の
養成講座に参加し、村内初のフレ
イルサポーターが誕生しました。

Q. 立ち上げ経緯について
A.50名余で活動していた大城婦人会会員も年々減少し20名弱に減少。婦人会活動を存続すること

が厳しくなり平成29年度より大城婦人会を解散するも、地域での自治会への協力の必要性や誰で
も気兼ねなく集まれる居場所が必要とのことから平成30年度6月から、てぃんさぐの会(女性会)を
新たに発足。幅広い世代に参加して欲しいとの思いから、「てぃんさぐの会(女性会)」と命名。

Q. 目的 
A.居場所づくり、健康づくり、ひきこもり防止、認知症予防。誰でも気軽に楽しく参加できる場所。
Q. モットー
A.「出来ることを無理なく出来るときに」
Q. 主な活動
A.メンバーの中には手工芸、料理、編み物、琉舞、書道、などの先生も居る。それぞれの得意分野を活

かして、講師を務めてもらっている。地区の一大イベントである、スージグヮー美術館への作品作
り、ムーンライトコンサートへの販売用のジューシーづくりなど。

Q. 周知方法
A.大城全世帯に、毎月チラシを配布し広く参加を促している。
Q. 参加費
A.参加費は無料。地区の補助金や住民などからの寄付金、
　地区イベントでの売上で会費を賄っている。

大城「てぃんさぐの会（女性会）」について

第３火曜日 ： 14時～　　
場所 ： 大城公民館    活動人数 ： 15名　　    活動発足 ： 平成30年6月
活動内容 ： 手工芸、お料理、編み物などリーダー ： 民生委員 我謝 那奈子さん

活 動 内 容

沖縄県内初！ 地域フレイルサポーター誕生！　　　　　
〜フレイルサポーター養成講座〜　10月30.31日2日間
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　１０月１５日（火）、( 有 ) 協進の皆
さんが村役場を訪れ、50,000 円を寄
附しました。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。

人事異動

【職　員】

所　　属 氏　　名 旧　所　属

沖縄県後期高齢者医療広域連合（派遣） 松　堂　　韻 農林水産課

農林水産課 山　内　　昌　史 沖縄県後期高齢者医療広域連合

１１月１日付で村職員の異動がありました。

ご寄付ありがとうございます !

北中城村商工会より (有 ) 協進より

　北中城村商工会設立 40 周年記念
資金造成＆チャリティーゴルフ大会
を令和元年 9 月 30 日開催し、その
収益金の一部が、村の子供達の教育
の充実と向上のために教育委員会へ
寄付されました。

　１０月２１日、高齢者の交通安全思
想の普及拡大を目的に村と沖縄警察署
が相互協力していくための覚書締結式
を行いました。
　新垣村長は「高齢者の事故が多くなっ
ている。村としても高齢者の方に安全
を意識してもらえるよう活動していき
たい」と述べました。

覚 書 締 結 式
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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～

2019. 12月号  　  

　北中城村民が集う 3 大まつりの一つ「し
おさいまつり」が熱田漁港近くのしおさい公
苑を会場に開催されました。
　今年は 10 月 13 日日曜日のみの開催。日
中は日差しが強く、夏場のような灼熱の太陽
が降り注ぐ中、まつりがスタートしました。
子どもたちの虫歯のない子表彰、子ども角力、
村婦人会のダンス演舞、村老連の体操など“村
民が主役”の舞台が繰り広げられました。太
陽が落ちてくる夕方になると客足が増え、村
の伝統芸能やキッズダンス、仲順流り大会受
賞者の演奏も盛り上がりました。
　出店ブースも盛り上がり、村青年連合のヤ
ギ汁などは早い時間に売り切れました。
フィナーレは中城湾に打ち上げられた花火で
幕を閉じました。
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￥ （
税
込
）

豪華無料試食（特選黒毛和牛＆オマール海老＆
フォアグラの洋風茶碗蒸し）付きご相談会開催中！
◆10：30～/15：30～◆2名様まで無料 ※ご来店3日前までに要予約

沖縄県中頭郡西原町字津花波431番地

TEL.098-946-5557（直通）

営業時間11:00～19:00/定休日 火曜日（祝日を除く）

初回来店で QUOカード
¥1,000分プレゼント
※ご相談会新規来店時に広報 北中城を見た！と
　お伝えいただいた方に限ります。

78,500～

トゥシビー 
 73・85歳
10

（集合写真付き）

ねずみ

2019. 12月号  　  

12月は固定資産税第３期の納期
となっております。

イベント

■ 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
の輝く姿からきっと元気をもらえると思
います。プロのギター演奏や文化協会会
員「ねーにーず」の演奏も楽しめますよ！
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
■ 建物の簡易診断行いませんか？
　昭和56年5月以前に着工された住宅
にお住いの方を対象に建物の耐震性に

ついて簡易診断を行うことが出来ます。
所有者が支払う簡易診断費用は１万円

（税別）となります。この機会に建物の
耐震性について診断を行ってみません
か？
対 以下の全ての条件を満たすこと。
•昭和５６年５月３１日以前に着工された
住宅
•鉄筋コンクリート造、補強コンクリート
ブロック造または鉄骨造
•建物の規模は、３階建て（※補強コンク
リートブロック造は２階まで）
延床面積３００㎡以下。
•所在地は、沖縄県内であること。
•申請者が簡易診断を実施する住宅の
所有者であること。
問 ＮＰＯ沖縄県建築設計サポートセンター
☎ 098-879-1020
沖縄県土木建築部建築指導課
☎ 098-866-2413

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
◎面接対策・面接同行の相談可
◎職業訓練、履歴書・職務経歴書記入指導
◎JAおきなわ農業求人あります。
◎卒業後の進路相談
◎新着求人情報お問い合わせください。
問 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～午後３時３０分）

ご芳志 ご芳志ありがとうございます

■ 村役場へ
▼玉城幸子様（喜舎場54番地） 　5万円
　香典返しとして
■ 社会福祉協議会へ
▼喜納正子様（熱田２９９）　２万円
　米寿祝記念として
▼安里美枝子様（熱田８１）　２万円
　米寿祝記念として
▼福地トヨ様（島袋５４９－２）　１０万円
　故夫　福地友信様の香典返しおよび
　福地トヨ様のカジマヤー祝記念として
▼金城初子様（渡口５１８）　２万円
　米寿祝記念として
▼新垣盛孝様（安谷屋１４３－５）　３万円
　トーカチ祝記念として
▼喜屋武鈴子様（沖縄市久保田１－２８－４）　３万円
　故母　仲宗根春子様の香典返しとして
▼安里邦夫様（熱田２４番地）　５万円
　故母　安里春子様の香典返しとして
▼島袋婦人ボランティア草の根グループ　
　代表　伊波惠美子様（島袋５８－１）　１万円
　古紙回収の収益金の一部として
▼大城初美様（熱田１５７０－３）　３万円
　故夫　大城弘行様の香典返しとして
■ 村老人クラブ連合会へ
▼金城初子様（渡口５１８番地）　２万円
　米寿記念祝として
▼大城初美様（熱田１５７０番地３）　３万円
　故夫　大城弘行様の香典返しとして
■ 村育英会へ
▼安里美枝子様　（熱田81番地）　２万円
　米寿祝記念として
▼比嘉定英様　（宜野湾市真栄原1-7-21）　3万円
　故　比嘉節子様の香典返しとして
▼安里邦夫様　（熱田24番地）　５万円
　故　安里春子様の香典返しとして
▼新垣盛孝様　（安谷屋143-5）　５万円
　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

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

第1期 第2期 第3期 第4期

固定資産税 ５月7日 終了 7月31日 終了 12月25日 令和２年３月２日

村県民税 ７月1日 終了 9月2日 終了 10月31日 終了 令和２年１月３１日

軽自動車税 5月31日 終了

※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。

納め忘れに
注意！

１２月６日 人権・行政合同相談を実施致します
日 時：１２月６日（金）午前１０時～午後４時
場 所：村役場　第２庁舎３階　大会議室
相談内容：人権相談（人権問題、いじめ、サラ金など）
　　　　：行政相談（行政に対する苦情や要望など）

問い合わせ   村役場　総務課　☎ 935-2233

人権・行政合同相談の
　開催について
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北中城若松病院
一般病棟・回復期リハビリ病棟
認知症治療病棟・特殊疾患病棟

北中城村字大城３１１　☎０９８-９3５-2277

チーム一丸となって「その人らしい生活」を創るため
に努力します。

●
● ●

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

2019. 12月号  　  

お問い合わせは沖縄労働局、
最寄りの労働基準監督署へ

最 低 賃 金

最低賃金に
関する

特設サイト

に関する
沖縄県主催 令和元年度 地域巡回マッチングプログラム事業

「会える、見つかる、良くわかる」
適職発見フェア（就職説明・面接会）

開催日時／令和2年1月16日（木）13:15～17:00（受付／12:45より随時）
場 所／沖縄コンベンションセンター会議棟A
対 象／すべての求職者（一般求職者・令和2年3月卒予定学生）
内 容／特別な資格や経験がなくても応募できる正社員の求人

企業が集まる就職説明・面接会。応募前の職場見学も可能。
プロカメラマンによる履歴書用写真撮影サービス有。
専属キャリア・カウンセラーによる就活力アップセミナーや個別相談コーナーもあり。

問い合わせ   
適職発見プロジェクト事務局（運営企業：（株）求人おきなわ）
☎ 098-860-8900

事務局
ホームページ
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❶犬の放し飼い禁止
昼も夜も犬の放し飼いをやめましょう。
❷鎖の調整
鎖は短めにしましょう。
❸犬の散歩
犬の散歩は、口輪などをしてロープや鎖などでけい留
しましょう。
❹犬のフンは飼い主が必ず始末
犬のフン等で道路や人の敷地内を汚さないようにしま
しょう。

❺犬のしつけ
犬のしつけは忘れずにしましょう。
❻犬の登録と狂犬病予防注射
生後91日以上の犬は、登録と毎年の狂犬病予防注射
を受けなければいけません。必ず受けましょう。
❼避妊・去勢手術
捨てる命をつくらないため、犬の避妊・去勢手術を受
けさせましょう。
❽捨て犬の禁止
動物の遺棄は犯罪です。

❶室内飼育のしつけ
室内飼育には次の利点があります。
外を徘徊しない、他の猫から病気を移されない、縄張
りをめぐるけんかをしない、交通事故にあわない、ご
近所に迷惑をかけない等。
❷飼主や住所の表示
飼主が分かるように、首輪等に表示しましょう。表示に
より、野良猫と区別ができ、迷い猫防止に役立ちます。

❸糞のしつけ
猫の糞による迷惑が多発しています。家で糞をするよ
うにしつけましょう。
❹飼う猫は管理できる数にする。
多頭飼育は猫のストレスになります、また縄張りをめぐ
るあらそいをします。

飼主は「動物の愛護及び管理に関する法律」で所有する動物がその命を
終えるまで適切に飼養することに努めなければならないとあります。
動物は愛情と責任をもって終生飼いましょう。

犬や猫を正しく飼って
住みよい社会

犬・猫の死骸を見つけたら！

※野良猫にエサを与えている方々へ
　野良猫によるトラブルが増えています。野良猫がかわいそうだからと安易な気持ちでエサを与えていませんか？
お腹をへらした野良猫にエサを与える優しい気持ちは人間として大切なことだと思います。しかしちょっと待って
ください。きまった飼主のいない野良猫は、ごみ場をちらかしたり、ところかまわず糞や尿をしたり色々な迷惑を与
えます。また、エサを求めて他からも猫が集まってきたり、子猫を産んだりしてますます増えて手におえなくなり被
害や迷惑も大きくなります。飼うなら責任をもって、迷惑をかけないように飼いましょう。

 犬の飼い方について 

 猫の飼い方について 
次のことを

守ってください！！

次のことを
守ってください！！

それぞれ下記の
管理者へ連絡しましょう。

犬・猫の
飼主さんへ

死骸発見場所 連絡先名称 連絡先

国道（329 号・330 号） 南部国道事務所
（嘉手納国道出張所） 943-6203

県道 沖縄県中部土木事務所
（維持管理班） 894-6512

村道等 北中城村役場 935-2233
公園、河川等 当該施設の管理者

個人の不動産敷地 当該土地、建物の所有者又は管理人
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令和2年度
北中城村立小・中学校入学説明会

について

新入学用品費の
入学前支給について

北中城
小学校

期 日  ： 令和2年1月31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

島袋
小学校

期 日  ： 令和2年1月29日（水）　
時 間  ： 午後３時30分～（受付：午後3時）
場 所  ： 島袋小学校

北中城
中学校

期 日  ： 令和2年1月16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

北中城村教育委員会 生涯学習課
 ☎ 935-3773

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。

 成人式の開催 

※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。

　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目のうち、「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、申請が必要です。なお、詳しい内容は村ホーム
ページに掲載しております。
対象者 ： 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、令和2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

【注意】令和2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。
提出書類 ： 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。
受付期間 ： 令和2年1月6日（月）～令和2年1月31日（金）

【受付・問い合わせ】
村教育委員会  教育総務課  ☎９３５－３７７３

※入学（進学）通知書は、１２月２０日ごろ発送を予定して
います。

【問い合わせ】
村教育委員会  教育総務課  ☎935-3773（内線16） 

本 の 紹 介
「力尽きレシピ」

犬飼 つな／著

「オキシクリーンとことん
使い込み BOOK」

徳間書店／編

「おとなごはんと一緒に作る
あかちゃんごはん」

犬飼 つな／著　徳間書店／編

　大まかな基本さえ押さえれば、
大人のごはんからの取り分けで、
赤ちゃんの離乳食は作れます。
パパもママも赤ちゃんも一緒に
食べられる、栄養たっぷりの取
り分け離乳食レシピを紹介する。

　酸素系漂白剤「オキシクリー
ン」は、衣類の染み抜きや食
器の漂白、水回りの掃除など
に使える多用途漂白剤。びっ
く り す る ほ ど 汚 れ が 落 ち る、
オキシクリーン愛好家による
掃除・洗濯の方法を紹介する。

　力尽きても、これなら作れる ! 
疲れた心と身体にパワーチャー
ジできる、超簡単ごはんのレシ
ピを、「残った体力別」にカテゴ
リー分けして紹介。Web メディ
ア『サルワカ』の人気コンテン
ツを書籍化。

就学援助制度
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島 袋

10.2
0 第 16 回しまぶく祭り

仲宗根 さゆり

　今回はあいにく天
候が悪く、島袋公民館
ホールにてしまぶく祭
りを開催しました。
　北中城中学吹奏楽
部のファンファーレで
開幕し、子どもエイサー・保育園演舞・ダンス・島袋
小学校金管バンドと続きました。
　夜の部になるとライブ演奏・エイサー、また友情
出演の嘉手納南区青年エイサーで大いに盛り上が
りました。

瑞慶覧

9.2
0 親睦ピクニック

比嘉 智美

　 夏 の 強 い 日
差しも和らぎ秋
風を感じる季節
になりました。
瑞 慶 覧 自 治 会
では毎年この時期に親睦ピクニックが開催され
ます。今年は、オリオンビール工場で製造工程の
見学や試飲を楽しみ、OKINAWAフルーツラン
ドでは沖縄の果物について学んだバスツアーで
した。ランチタイムでは美味しい食事を頂きなが
ら、お互いの近況報告話に花が咲き楽しく過ご
した親睦ピクニックでした。

仲 順

10.2
0 お宮の例祭

比嘉 いづみ

　今回は雨の為、場所
を児童館に変更して行
われました。
　古典音楽斉唱では新
メンバーも加わり、華や
かな幕開けとなりました。子ども会、青年会、婦人
会、壮年会、老人会(留学生含む)、中学生エイサー
隊の工夫を凝らした出し物に終始感心したり笑っ
たり、手拍子を打ったり…。心の交流ができる地域
の祭りは良いものですね。防災・防犯面においても
役割が大きいのではないでしょうか。

喜舎場

10.1
6・20 「喜舎場公」例祭

岩永 妙子

　10月16日(水) （旧暦9月18日）に喜舎場の創
始者「喜舎場公」を祭る例祭が行われ、区民の皆さ
んが参加し公民館前からどら銅鑼、大太鼓、ソー
グやホラ貝を打ち鳴らしながら道ジュネーをしまし
た。仲間神屋、喜舎場公の墓などをお参りし、感謝
の気持ちと区民の健康、子孫繁栄を祈願しました。
　また20日(日)に余興の部を開催し、自治会初
の女性司会者に婦人会の比嘉悦子会長と田仲
和美副会長がゆんたくを交えながら華を添えまし
た。舞台では各団体や各サークルが幕開けや踊
りを、子ども会が空手の型を披露し、青年会の活
動報告後にエイサーで会場が大いに盛り上がり
カチャーシーで幕を閉じました。

　 穏やかな日差しの
朝、あるけあるけ大会
が行われました。公民
館を出発し、安谷屋か
ら石平をめぐり公民館
をゴールとしました。　
健康ウォーキングマップを活用、3.4㎞を約１時間か
けて歩きました。沿道にはお花、畑にはお野菜と周囲
をみわたしながらの楽しいあるけあるけでした。ゴー
ルではジューシーおにぎりが振る舞われました。

頑張ったぞ～！11.3

　教育委員会主催のふ
れあいグランドゴルフ
大会が開催され、壮年
の部でニーニーズチー
ムが優勝！出だしそうそ
うホールインワンを出
すなど大活躍。婦人の部でもネーネーターチームが
準優勝するなど地域のチームワークもアピール。
　ニーニーターチーム３位！！地域のみなさん来年の
参加もお待ちしています。おつかれさまでした。

あるけあるけ大会
玉城 奈津美安谷屋

11.3
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和仁屋

10
.13

我が字から美寿きたなかぐすく誕生！
比嘉 智恵子

　しおさい祭りで2020美寿
きたなかぐすくのお披露目が
行われました。3人の内1人
に当地域にお住まいの比嘉
初子さん(88才)が、美寿さら
ばんじに決定されました。
　 健 康 の 秘 訣 は 毎 朝 の
ウォーキングを長年続けてい
ることと、公民館のお茶飲み
サロンでグランドゴルフや手芸など地域の皆さ
んとおしゃべりをしながら楽しんでいることだそ
うです。
　うぐいす色の衣装がよくお似合いの初子さ
ん、これから1年間北中城村のPR隊としてのご
活躍を期待してます。

石 平

10.1
7 準備万端！

比嘉 さとみ

　石平自主防災会
は、公民館で来月実
施予定の自主防災
訓練の実施につい
て、第２回目の会議
を行いました。
　 第１回 目 同 様 、
社協の大城健さんを招いて当日のタイムスケ
ジュールや役割り、訓練内容の確認など、意見を
出し合い詳細を打ち合わせました。当日は炊き出
しの訓練も行われます。
　予測不能の災害に備えて、準備万端の体制で
取り組みたいですね！

10.2
6 美崎ハロウィン

安本 沙世

　日も沈みかけた頃、
美崎集会所へぞろぞろ
と可愛らしいお化けた
ちが集まってきました。
　今日は美崎地区の
ハロウィンの日。警察
官や人気キャラクターなど様々な仮装に身を包
んだ子供達が各家庭を訪問し、「トリックオアト
リート!」の合言葉と引き換えに、お菓子をもらっ
て交流を深めました。
　16の家庭や店舗の協力の中、子供達は午後
8時ごろにたくさんのお菓子を抱えて帰路につ
きました。

大 城
10

.6 子ども会かわらペイント
屋良 和正

　公民館にて大城子
ども会（会員２４名）に
よるかわらペイント
がありました。
　これは１１月に開催
されるスージグヮー
美術館に向けての取
り組みで公民館に展
示してあった作品を参考に作りました。下書きの後、
ポスターカラーマーカーで色づけしました。
　扇風機全開の中、皆集中して書き上げました。当
日が楽しみです。

美 崎

　 渡 口 婦 人 会は、
「不屈の人」と呼ば
れ、沖縄のために力
を尽くした「瀬長亀
治郎」のDVD鑑賞
会を公民館ホールで
行い、１５名が参加しました。鑑賞したのは、「忘れら
れた島の闘い」と「米軍が最も恐れた男」の２本。
　参加した皆さんは、窮地に追い込まれても決し
て怯まず、屈せずに県民の為に声を上げ、前に進
んでいく姿が心に響いたようです。「ひとりひとり
声を出していく事が一番大切な事」と感想が述べ
られました。

渡 口

　 渡 口 み やらび・
にーせー会主催の

「 バ ス ハイク 南 風
原町巡り」に１５名が
参加しました。
天気は快晴バスハ
イク日和。
　今回は新川にある「沖縄県公文書館」本部の「か
すり会館」、津嘉山にあるウルトラマンの生みの親

「金城哲夫資料館」など、普段は個人ではなかな
か足を運べない施設を見学。沖縄の歴史文化や伝
統工芸に触れた皆さんは、「すごいねー」と感激。
　また、遊歩道や塀に施されたかすりの文様を探
しながら歩いた「かすりロード」散策は、良い運動に
なりました。終始賑やかだったバスハイク、新鮮野
菜をいっぱい買って家路につきました。

DVD 鑑賞会10.18

南風原町巡り
玉城 小百合10.1

6



※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

12月4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 12月6日 （金） 午前10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 12月5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 12月6日 （金）
北中城村役場 午前10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 893 726 684 159 367 364 2,491 383 120 164 946 304 170 12 418 208 215 8,409 
女 911 742 668 205 403 359 2,766 433 143 172 1,012 283 202 39 471 237 156 9,046 
計 1,804 1,468 1,352 364 770 723 5,257 816 263 336 1,958 587 372 51 889 445 371 17,455 

世帯数 704 593 542 129 320 333 2,244 335 122 164 775 235 154 25 355 191 139 7,221 
比嘉の 99世帯、男 90人、女 114人　計 204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（10 月末現在）

2019年11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（10 月末現在、カッコ内は先月比） 男　8,409（－3）　　　女　9,046  （＋12）　　　計　17,455（＋9）　　　世帯数　7,221 （＋14）
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特集　トゥシビー 慶祝訪問
犬猫に首輪をつけましょう

小中学入学説明会、就学援助制度

2019

12
NO.624

〈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！

フレイルサポーター養成講座にて＠社協

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3年３月末まで。■運休（旧盆、年末年始）

時刻表などは 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）

あやかりの杜

ホテルコスタビスタ沖縄

観光周遊バス グスクめぐりん
無料！


