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マイナンバーカード申請してみた！
マイナンバーカードを作りたい方へ

マイナンバーカードのよくある不安と疑問
美寿きたな

かぐすく

ある日・・・

3人は第一庁舎1階 
住民生活課へ！

本人確認書類
（運転免許証、
保険証など）の
提示 顔写真を撮って、

申請手続き完了。

申請から約1か月後、
自宅に交付通知書（ハガキ）が届く。

必要書類を持って、
住民生活課にて
カードの受け取り
（受け取りはご本人様の
来庁が必要です）

あら、とっても簡単に
つくれるそうよ。

役場で申請のサポートを
しているから、行ってみよう！！

マイナンバーカードを
つくりたいけど、
自分で申請するのが
むずかしそうで
不安なのよねぇ...。

美寿ちむぢ
ゅらさ 美寿がんじ

ゅう
美寿さらば

んじ

マイナンバーカード
申請サポートやっています

ここね！

2へ

5へ

3へ

4へ

窓口以外での申請方法

スマホ・パソコンマイナンバーカード
統合サイト

交付申請書がお手元にあれば、ほかにもこのような方法で申請できます。

郵送 証明用写真機

来
庁
時
の
必
要
書
類
を
チ
ェ
ッ
ク

きれいに

撮りますよ～
。

カンタン
！ 無料！

ここまでの所要時間
約10分

職員も一緒で安心

やった～
ついにマイナンバーカード

を GET！！

～申請の流れ～

～その他の申請方法もあります～

おねがいしまーす

マイナンバーを他の人に見られても大丈夫？Q

A マイナンバーを使う手続きでは、顔写真付きの本人確認書
類（身分証明書）で本人確認が行われます。
他の人にマイナンバーを見られたとしても、その人が、そ
のマイナンバーカードを使って手続きを行うことはでき
ません。

マイナンバーで預貯金額や納税額などの個人情報が
国から監視されることはないですか？

Q

A 国があらゆる個人情報を監視することはありません。
また、マイナンバーカードのICチップの中には、税や年金、
検診結果や薬剤情報などのプライバシー性の高い情報は
入っていません。

マイナンバーを落としたり失くしたりすると、
悪用される可能性がありませんか？

Q

A カードを利用する場合は暗証番号が必要になるため、他の
人は使用できません。また、暗証番号を一定回数間違える
と、カードにロックがかかるようになっています。
万が一、落としたり失くしたりしてしまった場合は、24時
間365日体制でカードの利用を停止することができます
ので、コールセンター（フリーダイヤル0120-95-0178）
にご連絡ください。

便利に使える
マイナンバーカード

～マイナンバーカードの利用場面～

本人確認書類として

コンビニで住民票の写しなど
証明書を取得できる

オンラインで行政手続き（確定申告など）ができる

健康保険証として利用可能

将来的には、運転免許証との一体化も
（2024年度末予定）

7

1 2 3 4 5 6

8 9 0 1 2
マイナンバー

Q&A

ちむぢゅらささんの
カードです

※ハガキ見本

未交付の方へは交付申請書を再発行し順次送付していきます。
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お弁当を無料提供8
  8

 

くわっちぃ食堂青空（北中城村安谷屋）は、夏休み
期間で給食がない子どもたちのためにお弁当を無
料提供しました。喜納福祉課長は「地域の事業者の
支援に大変助けられている。いただいたお弁当を配
ることで夏休み中の子どもたちの見守りにつなげ
たい」と感謝を述べました。

子ども会合同かけっこ教室8
  19

喜舎場・仲順・安谷屋子ども会合同主催のかけっこ教
室が7月22日から8月19日まで全5回の日程で北中城
小学校の運動場を利用し開催されました。
子どもたちの持っている力を引き出すための経験を
してほしいという思いから、喜舎場在住の宮里さんと
仲順在住の仲本さんが講師
を務め、初回の計測と比べ1
秒以上もタイムを縮めた子
もいました。「初日に比べて
子どもたちの表情やタイム
などにも変化があり、人前に
出ることやみんなの前
で走ることの楽しさを
学べていることを実感
できた」と事務局の渡
嘉敷さん。かけっこ教
室は来年も開催を予定
しているそうです。

沖縄県で金！九州で銀！8
  26

北中城小学校吹奏
楽部が、第62回沖縄
県吹奏楽コンクール
で金賞、第67回九州
吹奏楽コンクールで
銀賞を受賞し、村長、
教育長へ報告に訪れ
ました。
生徒たちは、「保護者や村民の方が支援してくれたお
かげで九州大会へ参加でき、感謝を伝える演奏ができ
てよかった」、「九州大会は緊張したけど、県大会より良
い演奏ができたのでよかった」とコンクールを振り返
りました。沖縄県大会での金賞受賞は、今回で12度目
となります。

沖縄ビーチクリーンプロジェクト8
  28

沖縄の環境をきれいにしながら人との繋がりを大切
にすることを目的に、村内の有志5人で結成された「沖
縄ビーチクリーンプロジェクト」（代表者 比嘉竜太）
は、熱田漁港・しおさい公苑周辺を中心に月に1～2回、
日曜日の朝に清掃活
動を行っています。
沖縄一周をきれい
にすることを目指し、
子どもたちへも活動
を通して沖縄のこと
を知ってもらいたい
と家族での参加も大
歓迎！開催日時や活
動の様子は、インスタ
グラムで公開してい
ます。

フードバンクへ食料・日用品を寄贈8
  8

商工会加入の若手メンバーを中心とした「きたな
かぐすく応援団」は、村社会福祉協議会へ食料品と
マスクや洗剤などの日用品を寄贈しました。
コロナ禍で活動ができなくなり、解散を決めた際
に社協のフードバンクが困っていると聞き、これま
で積み立てた約21万円で食料品などを購入。社協の
大城博会長は「コロナがすごい勢いで再拡大してい
る中、生活困窮者が想像以上に多くなっている。社
協スタッフ一丸となって皆さまの善意を届けてい
く」と述べました。
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令和5年度 北中城幼稚園 入園案内
　村教育委員会では、村立北中城幼稚園次年度入園の一斉受付を下記の期間に行います。
入園を希望する方は、申請書類の提出をお願いします。

【問い合わせ】北中城村教育委員会　教育総務課　☎935-3773
　　　　　　　北中城幼稚園　☎935-4554

（年長児） 平成29年4月2日生～平成30年4月1日生
（年少児） 平成30年4月2日生～平成31年4月1日生

対象児

★申請書類は、村ホームページおよび教育総務課窓口で配布いたします★
受付期間 令和4年11月7日（月）～令和4年11月30日（水）　

午前9時から午後12時、午後1時から午後5時（土日祝日をのぞく）
※面談は申請と別日程で行います。

受付場所 村教育委員会　教育総務課窓口（村役場第1庁舎3F）

提出書類 対象年齢の児童の自宅へ「入園案内通知」を10月下旬までに郵送いたします
ので、同封の「申し込み提出書類一覧」にて内容をご確認ください。

事前に園の様子を
詳しく知りたい方は、
園に直接連絡を
してください。

令和5年4月 保育施設入所（一斉受付）のご案内
　申込用紙は、10月頃から村役場 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ます。

　令和5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）

入所
対象児童

一斉受付期間
継続利用の現況届　
　令和４年10月11日（火）～10月21日（金）
新規利用の申込　
　令和４年11月14日（月）～11月25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時に受付可）
　土・日・祝日を除く、午前9:00～11:30
                        　 午後1:00～5:00

村内認可保育施設一覧

受付場所
継続利用の方
　在園している各保育施設
新規利用の方
　北中城村役場　福祉課　児童福祉係
　（保育施設での受付不可）

※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ください。
※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くだ
　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。

【問い合わせ】村役場　福祉課　児童福祉係　☎935-2263　保育所担当

認定こども園（0歳児クラス～5歳児クラス）

認可保育所（0歳児クラス～5歳児クラス）

地域型保育事業

● 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）

● 公立 喜舎場保育所
　（字喜舎場240　☎935-2510）
● 法人 百登保育園
　（字島袋1927-1　☎932-8118）
● 法人 もりのなかま保育園 北中城園
　（字喜舎場260-10　☎935-1326）

● 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）

● 法人 幼保連携型認定こども園 すてらこども園
　（字仲順376-11　☎989-7447）
● 法人 保育所型認定こども園 つなぐ認定こども園
　（字喜舎場1034　☎932-5226）
● 法人 保育所型認定こども園 ライカム煌保育園
　（字ライカム444　☎932-2525）書類の提出は

おはやめに♪
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シニア向けスマホ講座 

全4回コースで開催します
11月10日(木)・16日(水)・21日(月)・25日(金)
時間／午前10時～11時30分
場所／北中城村総合社会福祉センター(研修室)　

日　時

無料受講料

令和4年10月11日（火）～受　付

お電話でお申し込みください
TEL.935-2263（内線259）
村役場 福祉課（高齢福祉係）

申　込

1回目｢スマホでできるこんなこと｣
2回目｢LINEの楽しい使い方講座｣
3回目｢Youtubeを見てみよう＆
　　　スマホの安心・安全を手に入れよう」
4回目「フォローアップ～分からなかった事
         を聞いてみよう～」

内　容

ご自分のスマートフォン
注）機種貸出しはありません

持ち物

パソコン教室ひふみ  仲宗根 義光 氏講　師

10名（先着順）定　員

下記の条件に全てに当てはまる方
①村内に住所を有している
②65歳以上
③スマートフォンを保有している
④4回全てに参加できる

対　象

11月コース募集
　高齢者が自宅にいながら健康づくりに取り組めるように、スマートフォンを活用して
介護予防に関する運動動画や各種介護予防教室、健康づくり情報についてのご案内を配
信していくことになりました。それに先立ち、シニア向けスマホ講座を開催します。
　動画を見て運動したいけど見方が分からない、スマホを持ってはいるけど使いこなせ
ないシニアのみなさん、ぜひご参加ください。

「フレイルチェック」体験の
  団体を募集します！

　村では、フレイルチェックが気軽に受けられるように令和元
年度フレイルサポーターを東京大学高齢者総合研究機構の協力
により養成しました。サポーターは、フレイルチェックと呼ばれ
る口腔機能・栄養状態、筋力、社会参加の状況などを機器や質問
票を使って実施し、フレイルのリスク判定を行うことができま
す。実施時間は約3人1組で1時間程度です。
　新型コロナウイルスの状況で自粛期間が続いていますので、
ぜひ友人同士で「フレイルチェック」を受けてみませんか。

【申込み・問い合わせ】村役場　福祉課　高齢者福祉係　☎935-2263

フレイルとは・・・
　高齢者の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）」といいま
す。フレイルの状態が続くと周囲
の人の手助けが必要となり、自立
した生活が難しくなる可能性が
あります。できるだけ元気で生活
する為には、ご自身のフレイルの
状態を知り改善策をとることが
重要です。

募集内容

◉ 対象団体　65歳以上の方（3人以上）
◉ 申込方法　代表の方が福祉課・
                  高齢者福祉係へお申し込み
◉ 時　　間　午前10時～12時・午後1時～3時
◉ 募集期間　随時募集
※実施場所は、団体ごとで調整します。

フレイルサポーターは、活動できない
期間も知識、技術の向上に日々務めて
おります！

滑舌のテストもおこないます

体組成計という機器を使って
筋肉量も確認します

62022. 10月号



【入会・仕事の依頼に関する問い合わせ】北中城村シルバー人材センター　☎989-4677

年金生活者支援給付金制度について
　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の
生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
　受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構（年金事務所）が実施
します。

C H E C
K ! !

対象となる方 請求手続き
◆ 老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります
✓ 65歳以上である
✓ 世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
✓ 年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である 

①新たに年金生活者支援給付金を
　お受け取りいただける方

②年金を受給しはじめる方

　お受け取りの対象になる方には、日本年
金機構から9月初旬頃から、請求可能な旨
のお知らせを送付します。同封のはがき
（年金生活者支援給付金請求書）に記入し提出
してください。
　令和5年1月4日までに請求手続が完了
しますと、令和4年10月分からさかのぼっ
て受け取ることができます。 

　年金の請求手続きと併せて年金事務所ま
たは市区町村で請求手続きをしてください。

◆ 障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
以下の要件を満たしている必要があります
✓ 前年の所得額が約472万円以下である
日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内に
ご注意ください。

　日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融
機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求
めることもありません。
　年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話
ください。

!

『給付金専用ダイヤル』０５７０－０５－４０９２（ナビダイヤル）
年金給付金 検索

　★北中城村公営墓地の管理（清掃・除草作業・来客案内）
　★村内公園・住宅・墓地の除草作業
　★マイクロバス運転手
　★ポスティング（選挙公報などの配布）業務
　★イベント等の駐車場係

　令和4年4月に北中城村シルバー人材センターが開設しました。村シルバー人
材センターは、高齢者の「働く喜び」と「生きがい」、地域社会の活性化や発展に
貢献することを目的とした団体です。
　村内にお住いの60歳以上の健康で働く意欲のある方なら、どなたでも入会で
きます。

北中城村
シルバー人材センターの
主なお仕事内容

10月は全国シルバー人材センター普及啓発促進月間です！！10月は全国シルバー人材センター普及啓発促進月間です！！

請求手続きは
お早めに！

ライカム交差点除草作業

講習会の様子

7 2022. 10月号



毎年10月1日は「浄化槽の日」

【問い合わせ】村役場　住民生活課　環境対策係　☎ 935-2242

　浄化槽を管理している方々には、3つ
の義務である「保守点検」「清掃」「法定
検査」が法律で義務付けられていま
す。沖縄県の指定検査機関や保守点検
業者、市町村より許可をもらっている
浄化槽清掃業者へ依頼してください。
　浄化槽の維持管理を行い、北中城村
の豊かな自然環境を守りましょう。

北中城村内で浄化槽清掃業ができる業者は下記の許可業者1社です。
　北中浄化槽清掃社　TEL :098-989-0757　携帯：090-2853-8906

　本県には猛毒を持つハブが生息し、年間60～70件の咬症被害が発生しています。ハブ咬症の防止
については、去る5月から6月にかけて「令和4年ハブ咬症注意報」を発令し、広く県民等に注意を喚起
してきたところです。
　1年のうちでも、9月から11月にかけてはハブの数が増加し咬症被害が多く発生していますので、
以下のハブ対策を参考にハブ咬症事故を未然に防ぎましょう。

令和4年 ハブ咬症防止運動の実施について（沖縄県からのお知らせ）

隠れ場所をなくす

1

石積み等の穴を埋め
る、不要な木材・廃棄
物等は野積みせず片
づける。

侵入を防ぐ

2

屋敷や畑の周りをナ
イロン網フェンスで
囲む、家の周りを高
さ150㎝以上の塀で
囲む。

ごみ等を放置しない

3

ハブの餌となるネズ
ミ等が集まらないよ
うにする。

空き地の適正管理

4

空き地やお墓等を所有、
または管理している方
は、雑草が伸びすぎない
ように、こまめに草刈り
や清掃をする。

農作業や草刈り時の注意!
　必ず長靴をはきましょう。見通しの悪い
草むらでの作業は、最初に草刈り機を使用
し、鎌等による手作業はできるだけ避けま
しょう。

山歩きやキャンプの注意!
　草むらを歩いたり、木の洞等、穴の中
に手を入れるのは危険です。長靴、ブー
ツ、防具等を着用しましょう。夜間は、懐
中電灯を持って行動し、テントのファス
ナーを閉めましょう。万一に備え、応急
処置法、ハブ抗毒素のある医療機関の場
所と連絡先を確認しておきましょう。

【問い合わせ】村役場　住民生活課　環境対策係　☎ 935-2242

ハブに咬まれ
たら…

　まず、慌てずに、ハブかどうかを確かめます。
ヘビの種類が分からなくても、ハブなら牙のあとが普
通2本（1本あるいは3.4本の時も）あり、数分で腫れて
きてすごく痛みます。

1 ▶▶

　病院まで時間がかかる場合は、包帯やネクタイ等、帯
状の幅の広い布で、指が1本通る程度にゆるく縛ります。

3 ▶▶

　大声で助けを呼び、すぐに医療機関を受診しましょう。
走ると毒の回りが早くなるので、車で病院に運んでもら
うか、ゆっくり歩いていくようにしましょう。

2 ▶▶

※血の流れを減らす程度に、ゆるく縛り、15分に1回はゆるめましょう。
　決して細いヒモ等で強く縛ってはいけません。恐怖心から、強く縛ると血流が
　止まり、逆効果になることもあります。
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【問い合わせ】村役場　住民生活課　環境対策係　☎ 935-2242

令和4年度 犬・猫避妊・去勢手術のおすすめ
犬や猫の飼い主の皆さんへ 健康な犬・猫の避妊・去勢手術費用の一部を助成します！

犬（オス）：５千円　犬（メス）：５千円
猫（オス）：３千円　猫（メス）：５千円

※手術を受ける動物病院の定める手術料金から一頭につき助成金額を差し引いて、差額分を
　飼い主さんが負担することになります。なお、手術料金は動物病院により異なります。

※1期抽選に漏れた方の2期抽選への持ち越しはしませんので、都度応募してください。
※第1期は令和5年1月15日、第2期は令和5年3月1日までに手術を終えてください。

助成金額

対　象

応募方法

県内在住の方が飼育している犬、猫で手術実施時に生後6か月以上で健康であること。
生後91日以上の犬については、狂犬病予防法に基づく市町村への登録がされていること。
令和4年3月2日～令和5年3月1日の期間に手術済みまたは実施予定の方。
※応募期間前に手術を終えた方も、手術を行った日が令和4年3月2日以降であれば応募できます。
応募は1頭につき1枚とし、当選は1世帯につき犬・猫問わず1頭となります。
※第1期で当選された方は第2期の応募当選はできません。

最寄りの協力動物病院で用紙を受け取り、協力動物病院または沖縄県獣医師会へ提出。
（北中城村の協力動物病院　アニマル診療所はね　☎ 935-5132）

応募期間
第1期　令和4年9月1日～10月31日
第2期　令和4年11月1日～令和5年1月10日

抽選日
第1期　令和4年11月8日　　
第2期　令和5年1月17日

【問い合わせ】公益社団法人　沖縄県獣医師会　☎ 853-8001

「無許可」の回収業者を
利用しないでください。

　北中城村内において、本村発行の「一般廃棄物収集
運搬業許可証」が無く「無許可で廃家電や廃棄物の収
集運搬」を行っている業者がいます。
　こういった業者へ廃棄物の処理を依頼すると不法
投棄の問題に繋がりますので、廃棄物の処理等を業者
へ依頼する場合はきちんと北中城村から一般廃棄物
収集運搬業許可があるかをご確認ください。
※確認の際は住民生活課環境対策係にお問い合せください。
　北中城村内で「家電リサイクル製品」の収集運搬が
行える許可業者は下記1社です。

北中クリーン ☎090-2853-0285
家電リサイクル製品とは？
　『家庭用エアコン』、『テレビ』、『冷蔵庫・冷凍庫』、
　『洗濯機・衣類乾燥機』の4品目となっています。　
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北中城村の皆様
一緒にコロナ禍を
乗り越えましょう

電話番号（代表）

☎098-932-1110
患者さま専用ダイヤル（年中無休・24時間）

☎098-923-1091

〒901-2393
中頭郡北中城村字比嘉801番地
［HP］http://www.cyutoku.or.jp

医 療 法 人
徳 洲 会

アンケート調査への回答に

ご協力をお願いします！

第 7 回
世界のキタナカグスクンチュ大会

の開催について

　令和4年10月31日（月）～11月3日（木）
にかけて行われる第7回世界のウチナー
ンチュ大会関連イベントとして、「第7回
世界のキタナカグスクンチュ大会」を開催
します！

　現在、村地域福祉計画の見直しのため、
地域福祉に関する住民意識調査を実施し
ております。
　北中城村にお住まいの方から無作為に
抽出し、令和4年9月下旬にアンケートを
送付しております。お手元に届いた方は、
同封の返信用封筒又はWebよりご回答
くださいますよう、ご協力お願い申し上
げます。

　令和4年8月8日付けで、国から「オミクロン株対応ワクチン」の接種による追加接種の体制を確保
する旨の通知がありました。村では、10月中旬以降接種ができるよう準備を進めているところです。

　本内容は、令和4年9月6日時点の情報となります。

詳細は北中城村のホームページでご確認
ください。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、人数制限を
　する可能性もございますので予めご了承ください。

日　時　令和4年11月1日（火）　
　　　　午後5時開始
会　場　イオンモール沖縄ライカム
　　　　1Fグランドスクエア
会　費　無料

地域福祉計画
見直しのための住民意識調査（　　　　　　　　）

【問い合わせ】
   村役場　福祉課　社会福祉係　☎935-2263

【問い合わせ】
   村役場　総務課　職員係　☎935-2233

【問い合わせ】北中城村新型コロナウイルスワクチン接種予約・相談コールセンター　☎923-0783
                  （午前9時～午後4時30分）（平日午後12時～午後1時、土日・祝日除く）

新型コロナワクチン追加接種（オミクロン株対応ワクチン）について

接種対象者
接種回数
接種間隔

使用ワクチン

接種券

接種場所

2回目を完了している12歳以上の方
1回（無料）
前回接種から5か月以上が経過した方
ファイザー社（12歳以上の方）・モデルナ社（18歳以上の方）
オミクロン株と従来株に対応した2価ワクチンを使用予定
未使用の3回目、4回目の接種券も使用できます。10月中旬以降に順次発送予定
村内医療機関や集団接種会場での接種を想定しています。詳細は、村広報・ホームページで
お知らせします。
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【問い合わせ】　村子ども会育成連絡協議会（生涯学習課　社会教育係）☎935-2250

【問い合わせ】　村立中央公民館　☎935-3780

【問い合わせ】　北中城村教育委員会　生涯学習課　担当：仲田　☎935-3780

ジュニアリーダー初級宿泊研修会を実施しました！

【主　　催】 沖縄県内市町村海外短期留学実行委員会（北中城村教育委員会）
【内　　容】 沖縄県内に住む外国籍家庭への週末ホームステイを計2回（4日間）実施することで、異文化
　　　　　 理解と国際社会に適応する資質・能力と自己表現力の向上を図る。
【運　　営】 Hello World 株式会社
【日　　程】 令和4年11月12日（土）～13日（日）　ホームステイ1回目
　　　　    令和4年11月19日（土）～20日（日）　ホームステイ2回目
【費　　用】 研修費用50,600円（税込）うち、半額を村より補助する。
【対　　象】 北中城村に住所を有し、学校教育法で定める中学校、高校に在籍する者
【人　　数】 10名 ※申込多数の場合は事務局抽選により派遣者を決定します。
【申込期間】 ～令和4年10月7日（金）まで
【申 込 先】 北中城村教育委員会　中央公民館内生涯学習課　
　　　　    下記①～③を直接提出
　　　　　 ※様式等については、村ホームページからダウンロードできます。
　　　　　 ①指定申込書（APPLICATION FORM）　
　　　　　 ②プログラム利用申込書　
　　　　　 ③アレルギー・要配慮事項等事前調査票

　北中城村子ども会育成連絡協議会（安里信美会長）では、8月27日（土）・28日（日）に
沖縄県立名護青少年の家で「ジュニアリーダー初級宿泊研修会」を実施しました。当
研修会では、初級ジュニアリーダー資格取得を目的に野外活動や工作活動、ジュニア
リーダーの役割・心得などを学びます。
　研修は、1日目にテント設営、ハイキング、野外炊飯（カレー）、座学を行い、2日目は
工作活動（ペットボトルキャップを活用したミニ太鼓、帽子）を行いました。
　普段行わないテント設営や野外炊飯に、最初は不安げな表情を浮かべていた児童
生徒も、皆で協力しながらやり遂げる事が出来、最後は笑顔で研修を終えました。
　参加した山入端椛さん（中学2年生）は、「皆で分担しながら美味しいカレーライス
を作ることが出来ました。初めてだらけの体験でいろいろ不安だったけど、楽しく皆
で思い出を作れてよかったです。また、こういう機会があれば参加したいです。」と話
していました。

◆ 日　時：10月19日（水）午後2時～3時
◆ 場　所：村立中央公民館ホール
◆ 対　象：村内在住･在職の65歳以上の方
　　　　  ならどなたでも参加できます

幸齢者学級（第4回目）
◆ 参加費：無料
◆ 講　師：モバイルプリンス
                  （沖縄県消費者教育出前講座  株式会社 琉球新報開発）
◆ 内　容：『スマホのお話～悪質商法の手口と
　　　　　 対処法・相談の多い消費者トラブル～』

＊新型コロナウイルス感染防止対策を行い、開催致します。状況等によっては延期または中止となる場合があります。

令和4年度 ま ち な か 留 学 事 業

【詳しくは村ホームページ】

令和４年度  北中城村イングリッシュコンテスト募集
●大会日時　令和4年11月15日（火） 午後3時  ※小学生は、11月9日（水）午後3時に第一次審査会を設けます。
●会　　場　北中城村立中央公民館（大ホール）　　 ●申込期間　令和４年10月3日（月）～21日（金）
●対象学年　小学3年～高校3年生の児童生徒（ネイティブの児童生徒の参加も可）
●参加資格　以下の①、②のいずれかに該当する児童生徒
　　　　　　①村内の学校（北中城小、島袋小、三育小、北中城中、北中城高）に通っている児童生徒
　　　　　　②村内在住で村外の小学校に通っている児童（村外の中学・高校は含みません）
●発表内容　小学生………ストーリー（2～3分）　中高生………スピーチ　（3～5分）
　申し込みは、村内各学校の英語担当教諭、または村教育委員会教育総務課へ

【問い合わせ】　村教育委員会　教育総務課　☎935-3773
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【問い合わせ】村教育委員会　生涯学習課　文化振興係　☎ 935-2250

　1945年～55年にかけて、沖縄に駐留した米兵が撮影した写真の展示会を開催します。展示する写真は、
令和4年4月、琉米歴史研究会より北中城村・中城村の両村に寄贈された写真で、撮影場所が不明な写真もあ
ります。多くの方のご来場と、写真にまつわる情報をお待ちしています。

文化振興だより 懐かしきOKINAWA　1945－1955　写真展
～　特定非営利活動法人　琉米歴史研究会寄贈資料　～

日　時　10月31日（月）～11月６日（日）　
　　　  10：00～17：00
場　所　北中城村立中央公民館　ホール
料　金　無料
主　催　教育委員会生涯学習課
            文化振興係

田植えをする女性たち
（1952-54年頃、
  撮影場所不明）

泊集落（1952-54年頃） 闘牛場
（1952-54年頃、
 中城城跡付近か？）

【問い合わせ】村文化協会（中央公民館内）　☎ 935-3780

第25回 文化祭「舞台部門」
期　日　10月23日（日）午後2時～
場　所　北中城村立中央公民館  1Fホール
演　目　大正琴部・合唱部・古典芸能音楽部
　　　　古典芸能部（琉舞・太鼓）
　　　　歌謡部・民謡部・しまくとぅば部
　　　　社交ダンス部・夢海渡太鼓

※第2回北中城村小・中学生文芸大賞表彰式及び発表
※しまくとぅば語やびら大会村代表発表

第28回 文化祭「展示部門」
期　日　11月12日（土）・13日（日）
　　　　午前10時～午後6時（日曜日は午後5時まで）
場　所　北中城村立中央公民館  1F
※12日（土）10時～オープニングセレモニー（公民館前）
　アトラクション・テープカット
展　示　美術・工芸部・陶芸部・書道部
　　　　水墨画部・茶道部・写真部・文芸部
　　　　盆栽部・華道部
※ホールにて各展示・ロビーにて茶道部によるお茶席
　図書室にて文芸部による朗読会（11:00～12:00）
　（14:00～15:00）
　ピロティ―では販売コーナー、喫茶コーナーあり
※第2回北中城村小・中学生文芸大賞の大賞作品を展示

美ら島おきなわ文化祭 2022 北中城村文化協会主催

「クラスでいちばん頭のいい同級
生」が貸してくれた「オールカラーの
イラスト&手書きノート式のデザイ
ン」で、わかりやすく楽しく学べる世
界史入門書。アメリカのロングセラー
参考書シリーズ「天才ノート」を翻訳。

リモートワーク時代の新たな仕事の
基本を学ぶ超入門書。デジタルツール・
デジタルワークの基本から、リモート・
対面でのビジネスマナー、食事・出張
のマナー、冠婚葬祭のマナーまでイラ
ストでわかりやすく解説する。

野菜たっぷりで15分以内に作れ
るレシピを食材別に紹介。牛乳、卵な
どの余りがちな食材の消費アイデ
アも掲載する。「作りおき」「ボリュー
ム」「食材ひとつ」「超長持ち!保存食」
のタイプ別に引けるINDEX付き。

「アメリカの中学生
が学んでいる14歳
からの世界史」
ワークマンパブリッシング
/著
千葉 敏生/訳

「ビジネスマナー
と仕事の基本
ゆる図鑑 」
岡田 充弘/監修

「スピード完成！
野菜の大量消費
おかず342」
食のスタジオ編
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種別
出動
地域

火

災

自
然
災
害

水

難

交

通

労

災

運
動
競
技

一
般
負
傷

加

害

自
損
行
為

急

病

転

院

そ
の
他

高
速
道
路

（
I
C
）

月

計

累 計

（ 令和４年1月1日～ 
8月31日 ）

北 中 城 村 0 0 0 10 0 0 15 0 1 85 4 0 0 115 671
中 城 村 0 0 0 4 2 1 16 0 0 101 9 0 133 845
合 計 0 0 0 14 2 1 31 0 1 186 13 0 0 248 1518

（管轄外2件含む）
※管轄外については、合計（累計）に含む。

北中城村出動件数の報告 令和４年8月分の救急出動件数、災害発生件数は下記のとおりです。

■救急出動件数 ■災害発生件数
種別

月計

火

災

救

助

風
水
害

月計 0 1 0
出動件数ではなく、発生件数の報
告である。
※ 上記の報告件数は、北中城村のみ。

5月2日
6月30日
5月31日

10月は固定資産税第3期の納期となっております

【問い合わせ】 村役場　 税務課　徴税係　☎935-2243（内線127）
※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。

第１期
固定資産税
村県民税
軽自動車税

8月1日
8月31日

12月26日
10月31日

令和5年2月28日
令和5年1月31日

第2期 第3期 第4期
終了

終了

終了

終了

終了

納め忘れに
 注意！

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

お知らせ

ご芳志
■ 村社会福祉協議会へ
●池間 勝様（大城209）…………5万円
故母 池間栄子様の香典返しとして
■ 村老人クラブ連合会へ
●比嘉信子様（安谷屋179）……3万円
故夫 比嘉豊治様の香典返しとして

令和４年度 行政相談週間 一日合同行政相談所の開設について

　新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、弁護士、税理士及び
司法書士の相談受付は事前予約制です。
◇開設日・開設場所
　10月14日（金）サンエー経塚シティ（1階中央コート）
　10月21日（金）サンエー那覇メインプレイス（3・4階中央エントランス）
　10月28日（金）糸満市役所（3階会議室）
　11月10日（木）沖縄市福祉文化プラザ（交流ホール）
◇開設時間
　午前10時～午後4時（受付時間：午前9時40分から午後3時40分まで）
◇主な参加予定機関
　沖縄国税事務所、開設市社会福祉協議会、沖縄弁護士会、沖縄税理士会、
　沖縄県司法書士会、開設市、沖縄行政評価事務所
　※開設日時及び開設場所については、変更される場合があります。
　※新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、中止する場合があります。
【問い合わせ】 総務省沖縄行政評価事務所　きくみみ沖縄　行政苦情110番　☎866-0148

■ 無料調停相談会
　離婚・相続・遺産分割・金銭の貸し
　借り・土地建物・交通事故などに
　ついての相談。調停相談の内容に 
　ついての秘密は厳守されます。予
　約不要。
　令和4年11月4日（金）
　午後1時～午後4時
　（受付は午後3時30分まで）
　北谷町商工会ホール
■ 自筆証書遺言書保管制度のご案内
　法務局では、自筆の遺言書を保管
　する事務を執り行っています。法
　務局で遺言書を保管することで、
　遺言書の紛失、改ざん、相続人に
　発見されないといった問題を避
　けることができます。
　詳しくは、那覇地方法務局のホー
　ムページをご覧いただくか那覇
　地方法務局沖縄支局の担当課に
　お問い合わせください。
　那覇地方法務局沖縄支局
☎937-3278
　※法務局では、遺言書の内容について
　のご相談はお受けできません。遺言書

の作成内容について不安のある方は、
弁護士、司法書士等の資格者への相談
をお勧めします。

内

内

日

場

問

那覇地方法務局HP

13 2022. 10月号



貝殻工作教室　開催！
久保 玲子

夏休みのラジオ体操
渡辺 晴奈

北中
城

夏休みを迎え、「子供たちに楽しい思い出を！」と
いう事で貝殻工作教室が開かれました。開催に先
だって６月に子供たちが工作に使用する貝殻を洗い
準備万端！教室は三回に分けて行われ、蝶々、犬の
二作品を真剣かつ楽しそうに作っていました。出来
上がりにも満足そうな顔。唯一無二の個性的で素
敵な作品ですね。講師をしてくださった城間健二さ
ん、毎回の指導と準備ありがとうございました。子
供たちも良い思い出が出来て良かったですね！

毎年恒例 の 夏休み
ラジオ体操。今年も子
ども会会長 の 宮城さ
んを 中心 に、美崎集
会所 で 毎朝6時半 か
ら開催されました。親
の 後を仕方 なくつい
て来る子、眠い目をこ
すりながらの子、朝から元気いっぱいの子、すぐに
友達と遊びはじめる子。そんな子どもたちの姿を眺
めているだけで、大人たちは微笑ましく感じ、元気を
もらいますね。最終日には、頑張ってラジオ体操に
通った子どもたちに食事券のプレゼント。とても嬉
しそうでした。

みさきっ子たち、来年も元気な姿をラジオ体操で
見せてね！

ちむあぐみ塾始まりました
宮城 奈々

美崎
8.1

5

団地
8.2

7

団地集会所で
夏 休みから団 地
ちむあぐみ塾 が
始まりました。小
学1～5年生のお
友 達 が 集まって
います。夏休みに
は勉強の他に野
菜の収穫や工作
物を作ったり、暑
い夏を吹き飛ばす為
に水遊びも行いまし
た。中学生・高校生
のボランティアの参
加もあり、楽しい思
い出になりました。

皆

青年エイサー道ジュネー・獅子舞
岩永 妙子喜舎

場

8.1
1・

12

コロナ禍で厳しい状
況でしたが、旧盆のナ
カビ、ウークイの日に
青 年 会のエイサー 道
ジュネーを3年ぶりに
行いました。ナカビは
公 民 館 前 から出 発、
ウークイは喜舎場公園
内殿

トゥヌモー
毛から出発し、字内の数カ所で立ち止まってエイ

サーを披露しました。多くの区民などが沿道に集まり、
地方の演奏や大きな掛け声で踊る姿に見入っていま
した。

また、短い時間でしたが獅子舞を披露することがで
き、字の発展と子孫繫栄を祈願し奉納しました。喜舎
場区内が久しぶりに活気にあふれ、ご先祖様も喜んで
いらっしゃると思います。青年会、民俗芸能保存会の皆
様お疲れ様でした。またご協力頂いた皆様ありがとう
ございました。

喜舎場婦人会では、会員からの要望でクラフトを
使った小物作りが公民館
で行われ、講師の徳山直
美さんの説明を聞きなが
ら集中して組み立てまし
た。参加された親子や会
員同士で仕上げた作品を
手に「可愛いね～」と笑顔
で話していました。

8.21 第1回婦人学級「小物作り」

荻道

8.6
・1

0・1
7
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屋宜原地区清掃活動
米須 壱成

屋宜原地区の清掃活動が行われました。炎天下の
中、ゲートボール場の周りの伸びきった雑草や、道路
の視界を塞ぐ草木など
を刈りました。清掃活動
には多くのご高齢者も
参加し、地域の方の為
に一生懸命に汗を流し
ていました。

安谷屋エイサーまつり
玉城 奈津美

楽しんだ道ジュネー
比嘉 さとみ

クヮンソウの花
仲宗根 さゆり

生き生き88歳！
玉城 小百合

安谷
屋

8.2
0屋宜

原
8.7

石平
8.1

1

島袋
8.2

9

渡口9.6

３年ぶりに安谷屋エイサーまつりを開催しました。
子ども会、若松会、中高校生、青年会、壮年の皆さん
によるエイサーと、今日まで練習してきた成果を披
露しました。例年よりも時間短縮しましたが、多くの
観客から拍手をいただき、無事終えることができま
した。開催にあたり感染症対策にご協力いただきあ
りがとうございました。

旧盆の中日に、エイサー 道ジュネーが3年ぶりに
行われました。ローソン石平店からスタートし、約3
時間石平区内を練り歩くと、沿道では例年より多く
の方 々が手を叩いて楽しんでいました。一緒に踊り
出す小さな子もいて、「道ジュネーで少しでもお盆の
雰囲気を味わってもらいたい」(与儀青年会長)と開
催を決めた青 年 会メ
ン バ ーは 気 合 十 分、
大きなヘーシで 盛り
上げてくれました。

石 平 青 年 会、地 謡
や協 力して頂いた皆
様、お疲れ様でした。

公民館の中庭にオレンジ色のクヮンソウの花がき
れいに咲き初め、秋を感じさせます。

9月 ～11月頃までが見ご
ろで花は、天ぷら・サラダに
して楽しめるそうですよ。散
歩しながら秋を感じてみたら
いかがですか。

渡口寿会は、米寿を迎えた6名のお宅を訪問し、
村老連からの記念品と寿会からのお花を届けまし
た。皆さんは「こんなに贈り物をありがとう」と笑顔
で喜んでいました。生き生きと若い８８歳に感動！皆
さんこれからもますますお元気で。おめでとうござ
います。

青年会は、3年ぶりにエイサー 練習を再開。本番
の道じゅね～が8月11・12日に賑やかに行われまし
た。太鼓の音にちむどんどんしながら、演舞を応援す
る地域の方 々も参道
し『かちゃ～し』を皆
さんで 踊り、華 や い
だ旧盆となりました。

これからも地域伝統
エイサーの伝承に活
躍を応援しています。

8.16 ちむあぐみ塾

夏休みから仲順公民館でスタートした「ちむあぐみ
塾」。小中学生を対象に宿題や自主学習を中心に行っ
ています。1年生のみかさんは、工作やお絵描きも大
好き。色 々やりたいことを自主提案して学習にも幅
が広がっています。

楽しい時間を過ごしてもらえるように、絵本の読み
聞かせや、輪投げゲーム
の時間もあります。年間
30回を開催予定で今年
度中は随時、塾生を募集
中です。参加希望の方は
公民館やこども会にお問
い合わせください。

仲順
8.1

1 仲順青年会『道じゅね～』
渡慶次 育恵
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コンビ
ニでの

　証明
書取得

に！

オンラ
インの

　確定
申告に

！

健康保
険証と

して

　　利
用可能

！本人確
認書類

として
！

申請もカンタン！

2022年10月（神無月）OCTOBER ※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※

10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216）

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 ※新型コ

ロナウイ
ルス感染
症をめぐ
る状況等
に よ り、
中止する
場合があ
ります。

人権相談※ 10月7日（金） 午前10時～午後12時
場所：村役場第二庁舎3階第三委員室

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※ 10月4日（火） 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216）

法律的な相談であればどんな内容
でも可 池宮城 紀

とし
夫
お

　弁護士

行政相談※ 10月6日（木） 
場所：大城公民館 午後2時～午後4時 暮らしの中の困りごとや行政に

関する相談

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9時～午後4時 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）
☎935-3780

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
専門相談員への相談は 
☎935-2263（内250）

専門相談員への相談は
毎週水～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)

専門職による
成年後見制度・
くらしの相談会

10月11日（火） 午後1時～午後3時 予約制です
予約先：村地域包括支援センター

成年後見制度等に関する
専門的な相談

福原 淳　司法書士
竹藤 登　社会福祉士

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 

（消費者金融、クレジット、悪質商法など）

月：大屋 みゆき 火：仲田 美和子
水：大城 幸子 木：仲田 美和子
金：消費生活相談員
☎935-4755（FAX兼用）

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 （いずれも午前10時～正午まで）
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

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

行政区別人口・世帯数（8月末現在）
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 895 731 677 139 351 358 2,538 409 116 161 912 300 180 11 452 396 238 8,626 
女 943 753 660 181 388 370 2,785 440 136 166 979 287 201 34 491 453 155 9,267 
計 1,838 1,484 1,337 320 739 728 5,323 849 252 327 1,891 587 381 45 943 849 393 17,893 

世帯数 736 637 550 126 314 339 2,379 353 126 169 790 243 167 20 405 343 151 7,697 
比嘉の127世帯、男109人、女109人　計218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。

見やすく読みまちがえにくい 
ユニバーサルデザインフォント 
を採用しています。

令和４年9月26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　TEL098-935-2233（代表）FAX098-935-5536
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

※ 新型コロナウイルス感染症をめぐる状況等により、 
中止する場合があります。

マイナンバーカードの
休日交付・交付申請サポートを実施中です

休日窓口開設日時

① 10月23日（日） 9:00～13:00

② 11月27日（日） 9:00～13:00

935-2233（内線135）※予約をキャンセルする場合も必ず事前にご連絡ください。

10月17日（月）～10月21日（金） 17:00まで

11月21日（月）～11月25日（金） 17:00まで

予約受付日時

予約受付電話

完全
予約制

　毎月第４日曜日にもマイナンバーカードの受け取りおよび交付申請ができるようになりました。
（受け取り・申請ともに 事前の電話予約が必要 です。）※マイナポイントの申し込みは別途必要です。
　お仕事などで平日お時間が取れない方は、ぜひ下記日程でのご来庁をご検討ください。なお、
事前のご予約がない日は、休日窓口は閉鎖となりますのでご了承ください。


