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　全国大会へ出場する村内児童生徒や、村出身の高校生を対象
に激励金の授与式が開かれました。選手８人に激励金が渡され、
保護者や指導者からエールが送られました。高校野球、ボウリ
ング、相撲、陸上競技（小学５年男子100メートル、小学校共通
女子走り幅跳び、高校男子走り幅跳び、棒高跳び）と幅広いジ
ャンルで全国上位を目指します。夏の甲子園に出場する東江京
介君と、金城魁君は「感動を与えるプレーで一戦一戦勝ち抜き
たい」と意欲満々で答えました。第28回全国小学生陸上競技交
流大会に出場する５年生男子100メートルの根路銘大希君と共通
女子走り高跳びの阿波根朱里さんは村内から12年ぶりの出場と
なります。全国に伊江島旋風を巻き起こしてほしいですね。 
 
第94回全国高校野球選手権大会 
　東江京介、金城魁（浦添商業３年） 
 
北信越かがやき総体 
　蔵下祐人：走り幅跳び（中部商業３年） 
　並里帆貴：棒高跳び（沖縄水産３年） 
 
全日本高校ボウリング選手権・東海北信越高校選手権 
　宮城美南海（小禄２年） 

九州中学校相撲競技大会・全国中学校相撲選手権大会 
　松川和馬（伊江中3年） 
 
第28回全国小学生陸上競技交流大会 
　阿波根朱里：走り高跳び（西小６年） 
　根路銘大希：5年男子100メートル（伊江小５年） 
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お問い合わせ：福祉保健課　149－5000まで 

ポリオの予防接種を受けるお子さんを持つ方へ 

単独のポリオ不活化ワクチンがスタートします! !
　厚生労働省から平成24年９月１日より、単独のポリオ不活化ワクチンが定期接種になること

が示されました。これを受け、伊江村でも９月より単独のポリオ不活化ワクチンの接種（１期

初回のみ）を開始します。なお平成24年９月１日以降は、経口生ポリオワクチンは定期接種の

対象外となります。 

生後３ヵ月～90ヵ月に至るまでの者 

村内接種スケジュール 

９月11日（火）、10月2日（火）、 

10月23日（火）、11月13日（火）、 

１月15日（火） 
※他の定期接種との関係上、対象者

によって接種案内日が変わること

があります。また、接種日程に変

更がある場合も通知でお知らせし

ます。 

接種回数 

他の予防接種との間隔 

接種方法 

【1期初回接種】 

・20日～56日までの間隔をおいて３回接種 
 

【1期追加接種】 

・初回終了後12ヵ月～18ヵ月に達するまでに１回接種 
 
※９月１日の導入時点では、１期追加接種は定期に含まれ
　ません。 
(追加接種の有効性および安全性のデータが確定していないため。) 

 

 

接種日の翌日から6日以上おく。 

 

 

１回0.5mlを皮下に注射する。(皮下注射） 

対象年齢 

ポリオワクチンを 

まだ１回も受けていない。 
生ポリオワクチンを 
すでに1回受けている。 

生ポリオワクチンを 
すでに２回受けている。 

不活化ポリオワクチンの 

１期初回接種３回を 
受ける。 

不活化ポリオワクチンの１期追加接種（４回目）に 

ついては、国からの通知が来てからになります。 

不活化ポリオの１期初回 

接種のうち１回を終えた 

とみなし不活化ポリオワ 

クチンの 

１期初回接種２回を 
受ける 

不活化ポリオ 
ワクチンの接種は 
必要ありません。 

ポリオってどんな病気？ 

＊ポリオは、人から人へ感染します。 

　ポリオは、ポリオウイルスが人の口の中に入って、腸の中で増えることで感染します。増えたポリオ

ウイルスは、再び便の中に排泄され、この便を介してさらに他の人に感染します。成人が感染すること

もありますが、乳幼児がかかることが多い病気です。 日本では、ワクチン接種により1980年を最後に、

現在までワクチンによらないポリオウイルスによる新たな患者発生はありません。しかし、海外では依

然としてポリオが流行している地域があるため、ワクチン接種は大切です。 

 

＊ポリオウイルスに感染すると手や足に麻痺があらわれることがあります。 

　ポリオウイルスに感染しても、多くの場合、病気としての明らかな症状はあらわれずに、知らない間

に免疫ができます。しかし、腸管に入ったウイルスが脊髄の一部に入り込み、主に手や足に麻痺（まひ）

があらわれ、その麻痺が一生残ってしまうことがあります。 

麻痺の進行を止めたり、麻痺を回復させるための治療が試みられてきましたが、現在、残念ながら特効

薬などの確実な治療法はありません。麻痺に対しては、残された機能を最大限に活用するためのリハビ

リテーションが行われます。 

生ポリオワクチンと不活化ポリオワクチンはどう違うの？ 

＊生ポリオワクチンには、病原性を弱めたウイルスが入っています。 

　「生ワクチン」は、ポリオウイルスの病原性を弱めてつくったものです。ポリオにかかったときとほぼ

同様の仕組みで強い免疫ができます。免疫をつける力が優れている一方で、まれにポリオにかかったと

きと同じ症状が出ることがあります。 

　その他、麻しん（はしか）、風しん（三日ばしか）のワクチン、結核のＢＣＧが生ワクチンです。  

 

＊不活化ワクチンは、不活化した（殺した）ウイルスからつくられています。 

　「不活化ワクチン」は、ポリオウイルスを不活化し（＝殺し）、免疫をつくるのに必要な成分を取り出

して病原性を無くしてつくったものです。ウイルスとしての働きはないので、ポリオと同様の症状が出

るという副反応はありません（ただし、発熱など、不活化ワクチンにも副反応はあります）。 

その他、百日せき、日本脳炎のワクチンが不活化ワクチンです。 

他のワクチンとの接種間隔は？ 

＊1週間以上あければ他のワクチン接種が可能です。 

　不活化ポリオワクチンを接種した日から、別の種類の予防接種を行うまでの間隔は、６日以上おく必

要があります。 

　また、不活化ポリオワクチンが接種できるのは、他の不活化ワクチン（3種混合ワクチン（ＤＰＴ）、

ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、インフルエンザワクチンなど）を接種してから6日以上、他

の生ワクチン（ＢＣＧワクチンなど）を接種してから27日以上の間隔をおいてからです。 

【厚生労働省ホームページ「ポリオとポリオワクチンの基礎知識」より抜粋】 

27日以上の間隔をおいて 
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が始まります 後 納 制 度 
（国民年金保険料の納付期限の延長） 

　国民年金制度は、20歳から60歳に到達するまでの40年の間に国民年金保険料を納めていた

だくことで満額の老齢基礎年金を受給することができます。 

　しかしながら、保険料を納められなかった期間がある場合や資格取得などの届出忘れにより

国民年金の資格期間がない場合には、将来の年金が少なくなったり、年金そのものが受給でき

なくなってしまうこと（保険料納付や免除等の合計が25年（300月）未満の場合）があります。 

　このような事態を避けるために、昨年、法律が改正され、平成24年10月１日から、国民年

金保険料の納めることができる期間が過去２年から10年に延長となる後納制度が始まります。 

　具体的には、平成14年10月分以降の納められなかった保険料を納めることができるように

なります。（注） 

　ただし、既に老齢基礎年金の受給権をお持ちの方は、納めることができませんので、ご注意

願います。 

　なお、後納保険料を納付するためには事前にお申し込みいただき審査させていただくことに

なります。審査の結果、後納制度による納付をご利用いただけない場合があります。 

　詳しくは、下記「国民年金保険料専用ダイヤル」またはお近くの年金事務所へお問い合わせ

ください。 

注：後納保険料を納付できる期間は、平成24年10月１日から 

　　平成27年９月30日までの３年間です。 

 
お問い合わせは『国民年金保険料専用ダイヤル』へ！ 

0570-011-050

平成24年度 

道路ふれあい月間 
≪みんなが道路と親しみ、ふれあい、常に広く、 
　　　　　美しく、安全に、共に楽しく利用しましょう≫ 

毎年、８月は「道路ふれあい月間」となっています。 

道路は、生活の向上と経済の発展に欠かすことのできない国民全体の財産です。 

そこで、みなさん一人一人に、道路を大切にする気持ちを高めていただき、道路の重要性と役割

を再認識し、道路を常に美しく、広く、安全に維持し、伊江村の子どもたちに受け継いでいきま

しょう。 
 

平成24年度推進標語 

「いつの日も  歩きたくなる  道がある」 
 

道路クイズ 

　１．伊江村にある、名前の付いている道路（村道）の数は全部で何本でしょう？ 

　　　　ａ．392本　　ｂ．143本 

 

　２．伊江村にある、村道の距離は、全部つなげると約何kmでしょう？ 

　　　　ａ．約167km　　ｂ．107km 

 

答えは本誌のどこかにありますよ。探してみてください。 

　伊江村地域防災計画 

《地震・津波緊急避難場所》 

★★★★各章の主な要点★★★★ 

★★★★伊江村地域防災計画の閲覧場所★★★★ 

　昭和56年に策定された伊江村地域防災計画を、平成23年度において伊江村防災会議の審議を経て新た

に策定されました。新計画では、旧計画を全面的に見直すと共に、昨年３月に発生した東日本大震災に

伴い変更された国の新基準に準拠した内容となっています。これまで盛り込まれていなかった地震や津

波が発生した際の避難場所も公共施設及び民間施設を含め11ヶ所が指定されています。（下記参照） 

　今回、村内全世帯へ防災マップ（全体版・各字版）を配付しますので、いざというときのために避難

場所のご確認をお願いします。 

※配付した防災マップに記載されている電話番号に誤りがありました。訂正お願いします。 

　西崎区公民館49-3243正しくは49-3240です。誌面をかりてお詫び申し上げます。 

　伊江村地域防災計画は、役場総務課窓口及び各公民館や公共施設で９月上旬より閲覧することができ

ます。 

　お問合せ　総務課　消防・防災担当古堅まで　TEL：49－2001

no 施　設　名 想定収容人員 

1 

2 

3 

4 

5 

6

伊 江 中 学 校 

中 央 公 民 館 

改善センター 

東江上区公民館 

西江上区公民館 

川平区公民館 

300 

20 

150 

30 

150 

30

no 施　設　名 想定収容人員 

7 

8 

9 

10 

11 

 

真謝区公民館 

西崎区公民館 

伊 江 島 空 港 

城山中腹広場 

伊江島カントリークラブ 

30 

30 

30 

500 

200

第１章「総則」では、計画の目的、伊江村の概要、

災害の想定、防災関係機関等の処理すべき業務

の大綱や伊江村の防災ビジョンについて整理し

ました。特に伊江村の自然環境、社会環境、過

去に起こった災害の概況をまとめました。 

 

第２章「災害予防計画（基本編）」では「災害を

事前に防ぐこと」を目的に災害に強いひとづく

り・災害につよいむらづくり・災害危機への事

前措置を柱として各種災害予防計画を策定しま

した。 

 

第３章「災害予防計画（地震編）」では、伊江村

や沖縄県全域でも発生しうる地震・津波災害に

対して、知識の普及・啓発計画や自主防災組織

の育成などの事前措置などの計画を策定しまし

た。 

第４章「災害応急対策計画（基本編）」においては、

被害予防、応急対策及び復旧等を総合的・計画

的かつ効果的に実施することを目的に策定しま

した。主な項目として、災害対策本部を中心と

した組織や動員、住民への災害広報、医療救護、

食糧供給、教育対策、農林水産応急対策、村外

の各機関との連携対策等について計画を策定し

ました。 

 

第５章「台風災害応急対策計画」では、事前の対

策から暴風等の警報発表時の伊江村職員体制等

について計画を策定しました。 

 

第６章「災害復旧復興計画」では、り災証明の発

行、被災者の生活再建、義援金、地域経済の復

旧支援などの民生安定のための措置や公共施設

の復旧・復興計画などについて整理しました。 
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が始まります 後 納 制 度 
（国民年金保険料の納付期限の延長） 

　国民年金制度は、20歳から60歳に到達するまでの40年の間に国民年金保険料を納めていた

だくことで満額の老齢基礎年金を受給することができます。 

　しかしながら、保険料を納められなかった期間がある場合や資格取得などの届出忘れにより

国民年金の資格期間がない場合には、将来の年金が少なくなったり、年金そのものが受給でき

なくなってしまうこと（保険料納付や免除等の合計が25年（300月）未満の場合）があります。 

　このような事態を避けるために、昨年、法律が改正され、平成24年10月１日から、国民年

金保険料の納めることができる期間が過去２年から10年に延長となる後納制度が始まります。 

　具体的には、平成14年10月分以降の納められなかった保険料を納めることができるように

なります。（注） 

　ただし、既に老齢基礎年金の受給権をお持ちの方は、納めることができませんので、ご注意

願います。 

　なお、後納保険料を納付するためには事前にお申し込みいただき審査させていただくことに

なります。審査の結果、後納制度による納付をご利用いただけない場合があります。 

　詳しくは、下記「国民年金保険料専用ダイヤル」またはお近くの年金事務所へお問い合わせ

ください。 

注：後納保険料を納付できる期間は、平成24年10月１日から 

　　平成27年９月30日までの３年間です。 

 
お問い合わせは『国民年金保険料専用ダイヤル』へ！ 

0570-011-050

平成24年度 

道路ふれあい月間 
≪みんなが道路と親しみ、ふれあい、常に広く、 
　　　　　美しく、安全に、共に楽しく利用しましょう≫ 

毎年、８月は「道路ふれあい月間」となっています。 

道路は、生活の向上と経済の発展に欠かすことのできない国民全体の財産です。 

そこで、みなさん一人一人に、道路を大切にする気持ちを高めていただき、道路の重要性と役割

を再認識し、道路を常に美しく、広く、安全に維持し、伊江村の子どもたちに受け継いでいきま

しょう。 
 

平成24年度推進標語 

「いつの日も  歩きたくなる  道がある」 
 

道路クイズ 

　１．伊江村にある、名前の付いている道路（村道）の数は全部で何本でしょう？ 

　　　　ａ．392本　　ｂ．143本 

 

　２．伊江村にある、村道の距離は、全部つなげると約何kmでしょう？ 

　　　　ａ．約167km　　ｂ．107km 

 

答えは本誌のどこかにありますよ。探してみてください。 

　伊江村地域防災計画 

《地震・津波緊急避難場所》 

★★★★各章の主な要点★★★★ 

★★★★伊江村地域防災計画の閲覧場所★★★★ 

　昭和56年に策定された伊江村地域防災計画を、平成23年度において伊江村防災会議の審議を経て新た

に策定されました。新計画では、旧計画を全面的に見直すと共に、昨年３月に発生した東日本大震災に

伴い変更された国の新基準に準拠した内容となっています。これまで盛り込まれていなかった地震や津

波が発生した際の避難場所も公共施設及び民間施設を含め11ヶ所が指定されています。（下記参照） 

　今回、村内全世帯へ防災マップ（全体版・各字版）を配付しますので、いざというときのために避難

場所のご確認をお願いします。 

※配付した防災マップに記載されている電話番号に誤りがありました。訂正お願いします。 

　西崎区公民館49-3243正しくは49-3240です。誌面をかりてお詫び申し上げます。 

　伊江村地域防災計画は、役場総務課窓口及び各公民館や公共施設で９月上旬より閲覧することができ

ます。 

　お問合せ　総務課　消防・防災担当古堅まで　TEL：49－2001

no 施　設　名 想定収容人員 

1 

2 

3 

4 

5 

6

伊 江 中 学 校 

中 央 公 民 館 

改善センター 

東江上区公民館 

西江上区公民館 

川平区公民館 

300 

20 

150 

30 

150 

30

no 施　設　名 想定収容人員 

7 

8 

9 

10 

11 

 

真謝区公民館 

西崎区公民館 

伊 江 島 空 港 

城山中腹広場 

伊江島カントリークラブ 

30 

30 

30 

500 

200

第１章「総則」では、計画の目的、伊江村の概要、

災害の想定、防災関係機関等の処理すべき業務

の大綱や伊江村の防災ビジョンについて整理し

ました。特に伊江村の自然環境、社会環境、過

去に起こった災害の概況をまとめました。 

 

第２章「災害予防計画（基本編）」では「災害を

事前に防ぐこと」を目的に災害に強いひとづく

り・災害につよいむらづくり・災害危機への事

前措置を柱として各種災害予防計画を策定しま

した。 

 

第３章「災害予防計画（地震編）」では、伊江村

や沖縄県全域でも発生しうる地震・津波災害に

対して、知識の普及・啓発計画や自主防災組織

の育成などの事前措置などの計画を策定しまし

た。 

第４章「災害応急対策計画（基本編）」においては、

被害予防、応急対策及び復旧等を総合的・計画

的かつ効果的に実施することを目的に策定しま

した。主な項目として、災害対策本部を中心と

した組織や動員、住民への災害広報、医療救護、

食糧供給、教育対策、農林水産応急対策、村外

の各機関との連携対策等について計画を策定し

ました。 

 

第５章「台風災害応急対策計画」では、事前の対

策から暴風等の警報発表時の伊江村職員体制等

について計画を策定しました。 

 

第６章「災害復旧復興計画」では、り災証明の発

行、被災者の生活再建、義援金、地域経済の復

旧支援などの民生安定のための措置や公共施設

の復旧・復興計画などについて整理しました。 
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平成24年７月７日（土）　沖縄県総合運動公園陸上競技場 ８位入賞者 

順　位 種　　目 記　録 学校名 氏名（学年） 

１位 

１位 

１位 

１位 

１位 

２位 

２位 

３位 

３位 

５位 

５位 

５位 

８位 

８位 

少年Ａ走幅跳 

少年Ｂ走幅跳 

少年共通棒高跳 

少年Ａ400ｍ 

少年Ａ走幅跳 

少年共通棒高跳 

少年Ｂ200ｍ 

少年Ａ110ｍH 

少年共通砲丸投 

少年Ａ400ｍ 

少年共通棒高跳 

少年Ｂ走幅跳 

少年Ａ100ｍ 

少年Ａ400ｍ 

６ｍ88 

６ｍ59 

４ｍ30 

50”78 

５ｍ00 

４ｍ20 

23”84 

16”28 

10ｍ84 

68”15 

３ｍ70 

４ｍ20 

11”72 

54”32

中部商業 

中部商業 

沖縄水産 

沖縄水産 

中部商業 

南 風 原 

中部商業 

中部商業 

中部商業 

中部商業 

南 風 原 

球　　陽 

中部商業 

那 覇 西 

蔵　下　祐　人（３） 

島　袋　大　和（１） 

並　里　帆　貴（３） 

金　城　義　也（３） 

奈　良　愛　梨（２） 

内　間　未羅之（２） 

島　袋　大　和（１） 

宮　里　　　和（３） 

石　新　　　恵（２） 

内　間　千　畝（３） 

石　新　航　洋（１） 

玉　城　佳　子（１） 

富　田　忠　希（２） 

安　里　誠太郎（２） 
※種目の少年Ａ（高２・３年の部）、少年Ｂ（中３・高１の部）、少年共通（高１～３の部） 

※トラック種目については予選・決勝の中で記録の良かった方を記載しています。 

平成24年７月14日（土）・15日（日）　沖縄県総合運動公園陸上競技場 ８位入賞者 

順　位 種　　目 記　録 氏名（学年） 

３位 

５位 

４位 

６位 

７位 

 
５位 

共通100ｍH 

共通走高跳 

共通走幅跳 

共通三段跳 

共通棒高跳 

 
共通4×100ｍR

17”09 

１ｍ35 

５ｍ93 

11ｍ42 

２ｍ70 

 
56”77

 
金　城　沙　希（３） 

 
長　嶺　　　慶（２） 

 
阿波根　昌　翔（３） 

 
新垣日葵（３）・金城沙希（３） 

内間　凜（２）・喜屋武れいみ（３） 

～伊江島牛を全国へ～ 

川平区：長嶺勝次さん「あゆり号」が 
和牛のオリンピック出場決定！！ 

 

第30回職域ソフトボール大会 

　体育協会主催の

第30回職域ソフト

ボール大会が７月

24日から開催さ

れ、31日に決勝戦

が行われました。村内の職場19チームが出場し、連日

ナイターで激戦を繰り広げました。決勝戦は１回戦で

前年優勝チームを下し勢いに乗る漁協青壮年部チーム

と毎年上位に勝ち進むたばこ青年部との試合となりま

した。初回に7点を先制した漁協チームが勢いそのまま

32対１の大差で４年振りの優勝に輝きました。各賞受

賞者は次のとおりです。 

優勝：漁協青壮年部　　２位：たばこ青年部 

３位：役場40代以上：長嶺土建 

最優秀賞：宮里忍（漁協）　優秀賞：内間響（たばこ） 

打撃賞１位：高吉宏記（漁協）　 

打撃賞２位：八前隆一（漁協） 

　10月25日から長崎県で

開催される第10回全国和

牛能力共進会に川平区の

長嶺勝次さん所有の「あ

ゆり号」が若雌第２区の

部門で見事沖縄県代表と

して出場することが決まりました。本村からは前回９

回鳥取大会に続き2大会連続出場であり、実に５回目の

全共出品で、今回も伊江島牛を全国にピーアールする

絶好の機会であります。村で応援ツアーを組み、大勢

でその活躍に声援を送る予定です。 

　長嶺勝次さんは、全国大会の大舞台での上位入賞を

目標に調教や運動を毎日、島牛会の協力の下毎日行っ

ています。努力の成果が全国大会で実りますよう村民

みんなで応援しましょう。 

沖縄県立農業大学校 学生募集案内 

本科（修業年限２年） 

Ⅰ 推薦入試 
平成25年３月高校卒業見込みで学校長が推薦する者 

願書受付期間：平成24年９月３日（月）～10月31日（水） 

●試験日：平成24年11月14日（水） 

Ⅱ 特別 推薦入試 

高卒以上で、市町村長・農協長（支店長）または 

農業改良普及センター所長（農業改良普及課長）が推薦する者 

願書受付期間：平成24年９月３日（月）～10月31日（水） 

●試験日：平成24年11月14日（水） 

Ⅲ 一般入試 
平成25年３月高校卒業見込みの者。高卒又は高卒以上の学力を有する者 

願書受付期間：平成24年11月１日（木）～12月20日（木） 

●試験日：平成25年１月22日（火） 

短期養成科（修業年限１年） 

本科（修業年限２年） 

短期養成科（修業年限１年） 

Ⅰ 
市町村長・農協長（支店長）又は農業改良普及センター所長 

（農業改良普及課長）が推薦する者で、高卒以上の者及び 

高校卒業見込みの者で、３年以上の職歴を有する者 

Ⅱ 

特別 
推薦入試 

高卒以上の学力を有する者又は高校卒業見込みの者で、 

３年以上の職歴を有する者 

願書受付期間：平成24年11月１日（木）～12月20日（木） 

●試験日：平成25年１月22日（火） 

一般入試 

提出書類（共通） １　入学願書（第１号様式） 

 ２　添付書類 

 　①最終学校の調査書（高等学校卒業後３年以上の者にあっては、校長が必要と認める 

 　　書類…履歴書及び最終学校の卒業証明書等） 

 　②農業経営概況調書（第２号様式） 

 　③入学志願理由書（第３号様式） 

 　④健康診断書（第４号様式） 

 　⑤写真（４葉）※１枚は入学願書に貼付する（入学願書提出日３ヶ月以内に無背景か 

 　　つ無帽で上半身を正面から撮影したもの、縦４×横３cm） 

（追加書類） 

推薦入試 推薦書（第５号様式）※学校長の推薦 

特別推薦入試 推薦書（第６号様式）※市町村長、農協長（支店長）、又は農業改良普及センター所長（農業改良普及課長）の推薦 

（問合せ先）沖縄県立農業大学校：TEL 0980-52-0050、FAX 0980-54-2853
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平成24年７月７日（土）　沖縄県総合運動公園陸上競技場 ８位入賞者 

順　位 種　　目 記　録 学校名 氏名（学年） 

１位 

１位 

１位 

１位 

１位 

２位 

２位 

３位 

３位 

５位 

５位 

５位 

８位 

８位 

少年Ａ走幅跳 

少年Ｂ走幅跳 

少年共通棒高跳 

少年Ａ400ｍ 

少年Ａ走幅跳 

少年共通棒高跳 

少年Ｂ200ｍ 

少年Ａ110ｍH 

少年共通砲丸投 

少年Ａ400ｍ 

少年共通棒高跳 

少年Ｂ走幅跳 

少年Ａ100ｍ 

少年Ａ400ｍ 

６ｍ88 

６ｍ59 

４ｍ30 

50”78 

５ｍ00 

４ｍ20 

23”84 

16”28 

10ｍ84 

68”15 

３ｍ70 

４ｍ20 

11”72 

54”32

中部商業 

中部商業 

沖縄水産 

沖縄水産 

中部商業 

南 風 原 

中部商業 

中部商業 

中部商業 

中部商業 

南 風 原 

球　　陽 

中部商業 

那 覇 西 

蔵　下　祐　人（３） 

島　袋　大　和（１） 

並　里　帆　貴（３） 

金　城　義　也（３） 

奈　良　愛　梨（２） 

内　間　未羅之（２） 

島　袋　大　和（１） 

宮　里　　　和（３） 

石　新　　　恵（２） 

内　間　千　畝（３） 

石　新　航　洋（１） 

玉　城　佳　子（１） 

富　田　忠　希（２） 

安　里　誠太郎（２） 
※種目の少年Ａ（高２・３年の部）、少年Ｂ（中３・高１の部）、少年共通（高１～３の部） 

※トラック種目については予選・決勝の中で記録の良かった方を記載しています。 

平成24年７月14日（土）・15日（日）　沖縄県総合運動公園陸上競技場 ８位入賞者 

順　位 種　　目 記　録 氏名（学年） 

３位 

５位 

４位 

６位 

７位 

 
５位 

共通100ｍH 

共通走高跳 

共通走幅跳 

共通三段跳 

共通棒高跳 

 
共通4×100ｍR

17”09 

１ｍ35 

５ｍ93 

11ｍ42 

２ｍ70 

 
56”77

 
金　城　沙　希（３） 

 
長　嶺　　　慶（２） 

 
阿波根　昌　翔（３） 

 
新垣日葵（３）・金城沙希（３） 

内間　凜（２）・喜屋武れいみ（３） 

～伊江島牛を全国へ～ 

川平区：長嶺勝次さん「あゆり号」が 
和牛のオリンピック出場決定！！ 

 

第30回職域ソフトボール大会 

　体育協会主催の

第30回職域ソフト

ボール大会が７月

24日から開催さ

れ、31日に決勝戦

が行われました。村内の職場19チームが出場し、連日

ナイターで激戦を繰り広げました。決勝戦は１回戦で

前年優勝チームを下し勢いに乗る漁協青壮年部チーム

と毎年上位に勝ち進むたばこ青年部との試合となりま

した。初回に7点を先制した漁協チームが勢いそのまま

32対１の大差で４年振りの優勝に輝きました。各賞受

賞者は次のとおりです。 

優勝：漁協青壮年部　　２位：たばこ青年部 

３位：役場40代以上：長嶺土建 

最優秀賞：宮里忍（漁協）　優秀賞：内間響（たばこ） 

打撃賞１位：高吉宏記（漁協）　 

打撃賞２位：八前隆一（漁協） 

　10月25日から長崎県で

開催される第10回全国和

牛能力共進会に川平区の

長嶺勝次さん所有の「あ

ゆり号」が若雌第２区の

部門で見事沖縄県代表と

して出場することが決まりました。本村からは前回９
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伊江村緊急連絡システム 
台風時のフェリー運航状況や村内の緊急情報について、 
これまでは防災行政無線にて対応してきましたが、 

この度、伊江村のホームページでも確認できるようになりました。 

通常の伊江村のホームページ 一部拡大 さらに拡大 

このバナーが変更になる 

緊急速報が追加された伊江村のホームページ 

「緊急速報」が携帯や 
スマートフォンでも確認できる！！ 
「緊急速報」が携帯や 

スマートフォンでも確認できる！！ 

　パソコンから確認できるのはもちろんのこと、

携帯電話やスマートフォンからも確認できます。 

　下のURLを直接入力するか、QRコードを使

用して登録してください。 

　特に、村外に出ている時のフェリー運航状

況確認には重宝すると思いますので、お役立

てください。 

緊急速報のURL 

http://www.iej ima.org/kinkyu/ 

携帯電話での画面（イメージ） 

ティーダキッズプロジェクト 
　被災地の子どもたちに、放射能を気にせず遊んでもらおうと沖縄に招待する「ティーダキッ

ズプロジェクト」の民泊受け入れが８月１日から行われ、26人の子どもたちが12日までの期間、

受け入れ民家の家業を体験し、伊江島の人々と交流しま

した。3日に乗馬体験、9日に伊江ビーチでバーベキュー、

10日に美ら海水族館等を見学しました。期間中台風の影

響でやむを得なく追い込み漁が中止になるなど予定の変

更もありましたが、伊江島の子どもたちやおじぃ、おば

ぁと楽しい時間を過ごしました。期間中多くの人々と触

れ合うことができ、一生忘れられない思い出ができたと

思います。ご協力いただいた関係者の皆様ありがとうご

ざいました。 

環境生態系保全活動に参加 
　伊江小学校、西小学校の6年生52人が７月20日、環境生態系保全活動に参加し、村内の漁業

者が取り組むサンゴ礁の保全や再生活動を学んだあと、サンゴの種苗300本の移植やタマンの

放流、水中遊覧などを体験しました。漁船でリーフに上陸した児童らは、指導員に指示された

移植場所をブラシで磨き、水中ボンドで丁寧にサンゴ

の種苗を移植しました。 

　今回、自然に産み出されたサンゴの卵を採取し、

１年間育てた種苗を移植しましたが、このような有性

生殖を利用した方法の移植を小学生が体験できるのは

めったにないことで、とても貴重な体験ができました

婦人の主張大会 
　平成24年度婦人の主張大会が開催され、各区代表８名の皆さんが家族のことや子育て、日々

の生活に気付いたこと等、様々な視点から感じたことを発表しました。最優秀賞に「日々の生

活に島グチを」と題して発表した、阿良区の長嶺照子さんが選ばれ、８月11日に本部町で開催

される「北部地区婦人の主張大会」に村代表

として派遣されます。長嶺さんは、本物の

島グチを話せる人が少なくなったことに警

鐘を鳴らし、保存継承のための自らの活動

体験を発表しました。特別賞に「食べるこ

とから学ぶこと」を発表した西江上区の屋

宜月美さんと「求められる子育て力」を発表

した真謝区の比嘉貴恵さんが受賞しました。 

　北部地区大会の結果は次号に掲載します。 

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド 
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満１歳
 

宮城 雄星（ゆうせい）くん 
性別：男 
生年月日：平成23年8月25日生 
父：宮城　雄三 
母：宮城　理絵子 
行政区：川平 
元気いっぱい、笑顔いっぱい、いつも幸せを 
ありがとう。思いやりのある優しい子に育ってね。 

下門 心音（こと）ちゃん 
性別：女 
生年月日：平成23年8月10日生 
父：下門　健吾 
母：下門　菜々瀬 
行政区：川平 
父より男らしく、母より女らしく(笑) 
心の優しい子になぁーれ♪ 

宮里 篤（あつし）くん 
性別：男 
生年月日：平成23年8月28日生 
父：宮里　忍 
母：宮里　聖子 
行政区：阿良 
いつもニコニコわが家のアイドル 
あっくん。元気におおきくなあれ 

儀間 栄晃（えいこう）くん 
性別：男 
生年月日：平成23年8月14日生 
父：儀間　徹矢 
母：儀間　こなつ 
行政区：東江上 
ちゅるちゅる天然パーマの食いしん坊。 
優しく大きく育ってね！ 

新城 珠輝（しゅら）くん 
性別：男 
生年月日：平成23年8月26日生 
父：新城　尋生 
母：新城　江利架 
行政区：阿良 
愛嬌たっぷり、やさしい目に皆癒されています。 
健康に大きく育ってネQ

第28回少年少女水泳大会 第28回少年少女水泳大会 第28回少年少女水泳大会 

4P道路クイズの答 

１．ａ．392本 

  （ｂ．143…沖縄県道の数） 

 

２．ａ．約１６７km 

  （ｂ．107km… 

　　　沖縄本島南北の直線距離） 

 

　７月14日に「第28回少年少女水泳大会」が開催され、種目で熱戦が繰

り広げられ、保護者や関係者からの声援の中、東江前区が連覇を達成し

ました。大会には両小学校の児童175人が出場し、自由形や平泳ぎなど

28種目を競いました。大会終了後には児童らが伊江ビーチの海岸を清掃

し、海水浴を楽しみました。結果は次のとおりです。 
 

１位：東江前 

２位：東江上 

３位：西江上 

４位：西江前 

５位：川平 

６位：真謝・西崎 

７位：阿良区 




