
　東保育所と中央保育所の合同夕涼み会が７月８日、伊江村多目的屋内運動場で行われました。
　２保育所では、夕涼み会を通して家族と楽しみ、地域との交流を図る目的に毎年開催しています。今年は雨
天のため場所をミースィ公園から屋内運動場へと変更しての開催となりましたが、会場には大勢の保護者や関
係者が参加し和やかな雰囲気となりました。
　この日のために日頃から練習に取り組んできた園児
達は、エイサーを皮切りにダンスや親子ダンスなどを
楽しみ、保護者の余興や先生方によるアトラクション
が始まると身を乗り出して見ていました。
　また、風物詩である園児、先生方の甚平や浴衣姿が
より一層夕涼み会を盛り上げ、園児の元気に踊る姿を
カメラに収めようと追いかける保護者の姿が印象的で
大盛り上がりを見せた夕涼み会となりました。

編集／伊江村役場総務課  〒905-0592  伊江村字東江前38  TEL0980-49-2001　　印刷／（株）ちとせ印刷

村の世帯数と人口の比較 （6月30日現在）

先月比平成28年
平成8年
（20年前）

昭和51年
（40年前）

1

－ 2

  － 3

1

1

0

1

2,218

4,671

2,370

2,301

1,983

5,480

2,710

2,770

1,495

5,971

2,893

3,078

世帯数

総人口

男

女

6
月
の

　出
生
児
数

No.440
平成28年 7月号
No.440

平成28年 7月号

伊江島イメージキャラクター

２保育所合同夕涼み会



平成28年8・9月講習会

ホームページからもご覧になれます。
検索は『沖縄県労働基準協会』で！※受講申込随時受付中※※受講申込随時受付中※

※申込は先着順の受付とし、定員になり次第締め切らせて頂きます。
※受講者が少ない場合は、中止又は延期になる場合があります。予めご了承下さい。
※講習規定により遅刻、早退、欠席者は失格となりますのでご注意下さい。
※顔写真２枚（縦3cm×横2.4cmポラロイド、デジタルカメラ撮影不可）必要となりま
すのでお申し込み時に提出して下さい。
※お支払い頂いた受講料は、払戻しは出来ませんのでご了承下さい。
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アーク溶接
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職長・安全衛
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特別教育

学科
8/8(月) 13：00～17：00
8/9(火)  9：00～16：40
実技
8/10(水) 9：30～15：30

学科
8/23(火) 12：30～17：00
8/24(水)  9：00～17：00
実技
8/25(木) 9：30～15：30
8/26(金) 9：30～15：30

9/14(水) 9：00～17：00
9/15(木) 9：00～17：00

9/29(木) 9：00～16：00
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(テキスト代込み)

会　員 ￥8,748
(テキスト代込み)
非会員 ￥11,988
(テキスト代込み)

学科
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（名護市宇茂佐の森5-2-7）
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名護商工高等学校
（名護市大北4-1-23）
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（名護市宇茂佐の森5-2-7）
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TEL ０９８０－５４－４７００
FAX ０９８０－５２－７００４

(一社) 沖縄県労働基準協会  北部支部
名護市宇茂佐の森5-2-7(北部会館4階)

お問い合わせ先

可燃性ガス及び酸素を用いて行
う金属の溶接、溶断又は加熱の
業務

アーク溶接機を用いて行う金属
の溶接、溶断等の業務

建設業、製造業、電気業、ガス業、
自動車整備業、機械修理業の業
種において職務に就くこととなっ
た職長その他の作業中の労働者
を直接指導又は監督する者

研削といしの取替え、又は取り換
え時の試運転業務をする者
ベビーサンダー・エンジンカッ
ター・高速カッター等といし刃を
使用するものに限る

備　　　考会　　　場日　　　時定員受　講　料講習会名

労働安全衛生法に基づく のご案内労働安全衛生法に基づく のご案内

伊江小５・６年生紅白対抗５色綱引き

伊江中２年による５色綱引き

にしよっこ　力を合わせて　パワー全開!!

伊江小PTA障害物リレー 伊江中全校生徒によるエイサー 西小３・４年「PERFECT KIBASEN」

のりのり「パーフェクトヒューマン」 中学校生活最後の３年学級リレー 西小６年リレー「ラストラン」

伊江小５年VS６年総力リレー 中学１年生縄跳びリレー 西小１・２年「なかよし玉入れ」

　村内3学校の運動会（伊江小学校6月25
日、西小学校6月26日、伊江中学校7月3日）
が開催されました。
　各学校では、運動会に向け日頃からリレー
やエイサーなどの練習を行い、本番当日は保
護者や多くの地域の方々が詰めかけました。
　天候は快晴だったり、通り雨が降ったりし
ましたが、運営に大きく影響することはな
く、こどもたちは大粒の汗をかきながら、練
習の成果を披露し、会場から大きな拍手や声
援が送られ大いに盛り上がりました。

８位入賞

結果

第62回全日本中学校通信陸上競技【沖縄】大会

平成28年度高校総体南九州地区大会【陸上】
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平成28年６月25日（土）・26日（日） 沖縄県総合運動公園陸上競技場

平成28年６月16日（木）～６月19日（日） 宮崎県KIRISHIMAハイビスカス陸上競技場
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特定防衛施設周辺整備調整交付金とは、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第9条第1項

の規定に基づく特定防衛施設が所在する関係市町村に交付されます。　

◆特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用した事業の一覧は次のとおりです。

　沖縄県では復帰後40年にわたり、「本土との格差是正」と
「自立的発展の基礎条件の整備」を目標に掲げ、３次にわたる
沖縄振興開発計画に取り組んでまいりました。
　平成24年度より、国の新たな沖縄振興策の一つとして、ソフ
ト事業を対象に沖縄振興特別推進交付金が予算化され、平成28
年度の配分額も決定し、事業の実施に向け国、県との調整を進
めているところであります。
　この交付金は、沖縄の振興に資する事業等を自主的に選択で
き、観光の振興や産業の振興、文化振興、福祉の増進など分野
別に18項目の中から、沖縄振興に資する事業であって、沖縄県
の自立・戦略的発展に資するものなど、沖縄の特殊性に起因す
る事業を対象としております。
　平成27年度は、継続事業として観光施設及び観光環境の整備

等を実施し、また人材育成事業として学習支援員の配置、大会
派遣助成を行いました。また、産業振興、環境保全、医療環境
充実、情報通信強化、文化財保全などの各分野で事業を実施し
ました。今年度も継続事業に加え、産業振興事業、環境保全事
業、定住条件整備事業等の事業に取り組んでおります。

特定防衛施設周辺整備調整交付金事業について 沖縄振興特別推進市町村交付金事業

平成27年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業一覧（伊江村） 平成28年３月31日現在

伊江小学校校庭整備工事 外科用X線装置購入 村民レク広場備品購入事業（乗用カート等）

平成27年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用した基金事業は
次のとおりです。

平成27年度　沖縄振興交付金事業計画

世界のイージマンチュ交流派遣事業 フェリー券売機

1

2

3

4

5

伊江村水道施設整備事業

伊江村環境衛生施設維持運営事業

伊江村立診療所維持管理運営事業

伊江村救急患者搬送船運営事業

伊江村多目的屋内運動場管理運営事業

村全域の水道施設の更新を行うことで、地域住民へ飲料水の安定的な

供給を図ることを目的とする。（水道施設の整備に係る経費）

環境衛生施設の安定的な維持運営により、地域住民の生活環境の向上

に寄与することを目的とする。（環境衛生施設の維持運営経費）

村立診療所の安定的な維持運営により、地域住民の医療環境の向上に

寄与することを目的とする。（医療施設の維持運営経費）

救急患者搬送船の安定的な維持運営により、地域住民の緊急時に伴う

医療環境及び救助活動等の向上に寄与することを目的とする。

（救急患者搬送船の維持管理に伴う維持運営経費）

多目的屋内運動場の安定的な維持運営により、スポーツ活動の充実や

生涯スポーツの推進、スポーツ振興を通じた地域コミュニティの活性

化を図ることを目的とする。（スポーツ施設の維持運営経費）

基　金　事　業　名 概　　要No

1

2

4

5

6

7

10

11

12

外科用Ｘ線装置購入事業

訪問看護・往診車購入事業

陸上競技用備品購入事業

村立伊江小学校・伊江幼稚園備品購入事業

ミナト縦線・馬場並里線街路樹整備実施設計

川平集落道（大口阿良線）排水路整備工事磁気探査業務

西江前コミュニティ供用施設駐車場等整備工事(実施設計)

伊江村多目的屋内運動場施設整備事業磁気探査業務

伊江村多目的屋内運動場備品購入事業

事　業　名No

外科用Ｘ線装置１台

軽乗用車１台

村民レク広場備品購入

乗用５連フェアウェイモア（ゴルフ場用刈り込み機械）1台、

乗用バンカーレーキ1台、汎用トラクター1台、

乗用カート10台、軽トラック1台

棒高跳用具一式購入

学習用備品一式

街路樹整備実施設計業務

道路整備工事磁気探査業務

排水施設整備工事

排水工L=507ｍ、集水桝N＝12個

校庭整備工事

駐車場、擁壁工、階段工、植栽工、トイレ１ヶ所、

車庫１ヶ所、

駐車場整備工事実施設計業務

磁気探査業務

スポーツ用備品等購入

概　　要

村民レク広場備品購入事業3

西江上地区排水施設整備工事

村立伊江小学校校庭整備工事

8

9

観光客の誘客拡大を目指し、村HPの利便性を向上させるため村HPと船舶予約システムシステム連携を行い、また
切符売り場に券売機を導入するなど機能拡充強化を図った。

日本有数の移民県である沖縄では、戦前戦後を通じ多くの県民が海外へ雄飛し活躍している。当村からも、北
米・南米をはじめ世界各地へ移民するなど、イージマンチュ（伊江島の人々）は注目を集めている。５年に１度
の「世界のウチナーンンチュ大会」を一層盛り上げるとともに世界のイージマンチュの絆を強固にするため、国
際交流の促進を図り、諸外国との架け橋となる人材を育成する派遣交流事業を実施した。

本村に生息するハブによる健康被害から、村民及び観光客を守るため、生息地となっている観光地や海岸沿いへ
捕獲器を設置し、ハブの捕獲駆除に取り組んだ。また、ハブが住処を作りにくい環境を整備するため生息地の清
掃を行った。

集落内の防犯灯をCO2排出の少ないLED照明灯に取り換え、更に新規設置し、夜間における、安心・安全な地域環
境整備を推進することにより、村民及び観光客等の防犯対策の抑止効果と地球温暖化対策を図った。

　離島である本村は、沖縄本島との交通機関は船に頼らざるを得ず、移動の大きな障害となっている。このた
め、自動車航送運賃コスト負担の軽減に対する支援を行った。

　村内で生産される農作物において新規作物を模索する中、本村の気象や土壌特性を考え、冬場でも栽培や出荷
が可能な高品質な野菜として、アジア地域から要望が強く、国内の産地として出荷の優位性が期待できるアジア
ン野菜の生産、販売を検討する。専門家による市場調査業務を行い、タイやベトナム、中華料理の外食市場での
生鮮素材の動態を確認する等の調査を行った。

　昨今の台風襲来や干ばつなど激しい気象変動に伴い、本村の農作物に甚大な被害が発生した。本村は気象デー
タを観測する機器が設置しておらず、近隣の本部気象観測所のデータを参考にしている。海を隔てており場所に
よって異なった気象が発生し、気象データの適切な管理が困難となる。そのため、気象観測機器を設置した。

干ばつ時や台風時の降雨が少ない場合に、さとうきび・野菜等の農作物に早急な灌水を行い干ばつや潮害から作
物を守る為に、10トン灌水車、６トン灌水車を導入した。

伊江村肉用牛繁殖農家経営の更なる向上の取組に基づき、県内・外の家畜セリ市場において優良繁殖素牛(雌)を購
入し導入した伊江村和牛改良組合員に対して、支援を行い経営の安定化及び優良遺伝繁殖雌牛の生産を図った。

伊江村酪農経営の更なる向上の取組に基づき、２産(4歳)以上した母牛を淘汰し地域保留や県外から導入した優良
繁殖雌牛(素牛)に対して、予算範囲内で支援を行い安定した生乳出荷を行う事で、信頼性のある産地づくりを図っ
た。

家畜市場の老朽化に伴う改修工事並びに、県内家畜市場において本村は唯一家畜誘導レールシステムが未整備で
あるため、セリ市開設時の安全面確保のために誘導レールシステム設置を行った。

村花であるテッポウユリと世界のゆり球根を植栽し、花の島づくりを推進した。

観光地の環境美化及び保全をし、観光地の景観形成と観光客の受け入れ態勢の強化を行った。

森林や海浜など自然の中で乗馬体験を行うための情報発信や馬の導入支援を行い、新たな観光資源の活用を行っ
た。

城山や青少年旅行村など観光施設の機能拡充を図るための整備や観光地環境美化保全に取り組む機械を導入し
た。

本村には国の史跡「具志原貝塚」の他、数多くの文化財がある。島に残された貴重な文化遺産である文化財や景
勝地の美化保全を進め、地域住民の文化財愛護意識を高めるとともに、観光資源としての活用を進めるうえでの
基本構想を策定し、村内文化財（指定、未指定問わず）の整備、環境美化、村内文化財案内の導線ルートなどの
方向性を定めた。

　小、中学校への免許外教科担当者の解消と専科教諭の配置、児童生徒１人１人に「確かな学力」を身につけさ
せるための学習支援員の配置、更には発達障がいなど様々な障がいがある児童生徒に対し特別支援教育支援員な
どの配置を行い、自立し生きていくための土台づくりを行った。

　本村の児童生徒のスポーツ、文化活動等において、地区大会や県大会等への派遣旅費について支援を行った。

　景観法に基づく効果的な景観形成を促進するための景観向上行動計画を策定した。

　医療保健センター内で運営する村立診療所と歯科医院は島内唯一の医療機関として村民の医療を担っている。
１日当たりの平均外来患者数は診療所で104人、歯科医院が35人である。同施設では乳幼児の集団予防接種を年
間90日実施し慢性的な駐車場不足が生じ、村民への医療提供に大きな支障をきたしている。駐車場を確保整備す
ることにより安心・安全な医療保健サービスの提供を行った。

　既設のもずく加工施設の内部を整備し、もずくの加工出荷のみならず、ソデイカ等を加工できるようにするた
めの機能充実を図り、衛生面にも考慮した施設を整備した。
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No 事業等の名称 交付対象事業等の概要

伊江村HPサービス拡充強化
事業

世界のイージマンチュ
交流派遣事業

伊江村ハブ対策事業

明るい村づくり事業

伊江村自動車航送コスト
負担軽減事業

アジアン野菜市場調査
委託事業

気象観測機器設置整備事業

農作物緊急灌水車両整備事業

優良繁殖雌牛導入事業

乳用牛繁殖雌牛更新事業

肉用牛集出荷施設機能改善事業

村花・世界のゆり植栽推進業務

観光地クリーン事業

自然と乗馬ふれあい体験による
観光振興事業

観光客誘客環境整備事業

文化財保全観光地化事業

確かな学力を育む学習支援員
配置事業

各種大会派遣費助成事業

沖縄らしい風景づくり推進事業

医療保健センター機能拡充事業

水産物加工施設整備事業
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特定防衛施設周辺整備調整交付金とは、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第9条第1項

の規定に基づく特定防衛施設が所在する関係市町村に交付されます。　

◆特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用した事業の一覧は次のとおりです。

　沖縄県では復帰後40年にわたり、「本土との格差是正」と
「自立的発展の基礎条件の整備」を目標に掲げ、３次にわたる
沖縄振興開発計画に取り組んでまいりました。
　平成24年度より、国の新たな沖縄振興策の一つとして、ソフ
ト事業を対象に沖縄振興特別推進交付金が予算化され、平成28
年度の配分額も決定し、事業の実施に向け国、県との調整を進
めているところであります。
　この交付金は、沖縄の振興に資する事業等を自主的に選択で
き、観光の振興や産業の振興、文化振興、福祉の増進など分野
別に18項目の中から、沖縄振興に資する事業であって、沖縄県
の自立・戦略的発展に資するものなど、沖縄の特殊性に起因す
る事業を対象としております。
　平成27年度は、継続事業として観光施設及び観光環境の整備

等を実施し、また人材育成事業として学習支援員の配置、大会
派遣助成を行いました。また、産業振興、環境保全、医療環境
充実、情報通信強化、文化財保全などの各分野で事業を実施し
ました。今年度も継続事業に加え、産業振興事業、環境保全事
業、定住条件整備事業等の事業に取り組んでおります。

特定防衛施設周辺整備調整交付金事業について 沖縄振興特別推進市町村交付金事業

平成27年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業一覧（伊江村） 平成28年３月31日現在

伊江小学校校庭整備工事 外科用X線装置購入 村民レク広場備品購入事業（乗用カート等）

平成27年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用した基金事業は
次のとおりです。

平成27年度　沖縄振興交付金事業計画

世界のイージマンチュ交流派遣事業 フェリー券売機

1

2

3

4

5

伊江村水道施設整備事業

伊江村環境衛生施設維持運営事業

伊江村立診療所維持管理運営事業

伊江村救急患者搬送船運営事業

伊江村多目的屋内運動場管理運営事業

村全域の水道施設の更新を行うことで、地域住民へ飲料水の安定的な

供給を図ることを目的とする。（水道施設の整備に係る経費）

環境衛生施設の安定的な維持運営により、地域住民の生活環境の向上

に寄与することを目的とする。（環境衛生施設の維持運営経費）

村立診療所の安定的な維持運営により、地域住民の医療環境の向上に

寄与することを目的とする。（医療施設の維持運営経費）

救急患者搬送船の安定的な維持運営により、地域住民の緊急時に伴う

医療環境及び救助活動等の向上に寄与することを目的とする。

（救急患者搬送船の維持管理に伴う維持運営経費）

多目的屋内運動場の安定的な維持運営により、スポーツ活動の充実や

生涯スポーツの推進、スポーツ振興を通じた地域コミュニティの活性

化を図ることを目的とする。（スポーツ施設の維持運営経費）

基　金　事　業　名 概　　要No

1

2

4

5

6

7

10

11

12

外科用Ｘ線装置購入事業

訪問看護・往診車購入事業

陸上競技用備品購入事業

村立伊江小学校・伊江幼稚園備品購入事業

ミナト縦線・馬場並里線街路樹整備実施設計

川平集落道（大口阿良線）排水路整備工事磁気探査業務

西江前コミュニティ供用施設駐車場等整備工事(実施設計)

伊江村多目的屋内運動場施設整備事業磁気探査業務

伊江村多目的屋内運動場備品購入事業

事　業　名No

外科用Ｘ線装置１台

軽乗用車１台

村民レク広場備品購入

乗用５連フェアウェイモア（ゴルフ場用刈り込み機械）1台、

乗用バンカーレーキ1台、汎用トラクター1台、

乗用カート10台、軽トラック1台

棒高跳用具一式購入

学習用備品一式

街路樹整備実施設計業務

道路整備工事磁気探査業務

排水施設整備工事

排水工L=507ｍ、集水桝N＝12個

校庭整備工事

駐車場、擁壁工、階段工、植栽工、トイレ１ヶ所、

車庫１ヶ所、

駐車場整備工事実施設計業務

磁気探査業務

スポーツ用備品等購入

概　　要

村民レク広場備品購入事業3

西江上地区排水施設整備工事

村立伊江小学校校庭整備工事

8

9

観光客の誘客拡大を目指し、村HPの利便性を向上させるため村HPと船舶予約システムシステム連携を行い、また
切符売り場に券売機を導入するなど機能拡充強化を図った。

日本有数の移民県である沖縄では、戦前戦後を通じ多くの県民が海外へ雄飛し活躍している。当村からも、北
米・南米をはじめ世界各地へ移民するなど、イージマンチュ（伊江島の人々）は注目を集めている。５年に１度
の「世界のウチナーンンチュ大会」を一層盛り上げるとともに世界のイージマンチュの絆を強固にするため、国
際交流の促進を図り、諸外国との架け橋となる人材を育成する派遣交流事業を実施した。

本村に生息するハブによる健康被害から、村民及び観光客を守るため、生息地となっている観光地や海岸沿いへ
捕獲器を設置し、ハブの捕獲駆除に取り組んだ。また、ハブが住処を作りにくい環境を整備するため生息地の清
掃を行った。

集落内の防犯灯をCO2排出の少ないLED照明灯に取り換え、更に新規設置し、夜間における、安心・安全な地域環
境整備を推進することにより、村民及び観光客等の防犯対策の抑止効果と地球温暖化対策を図った。

　離島である本村は、沖縄本島との交通機関は船に頼らざるを得ず、移動の大きな障害となっている。このた
め、自動車航送運賃コスト負担の軽減に対する支援を行った。

　村内で生産される農作物において新規作物を模索する中、本村の気象や土壌特性を考え、冬場でも栽培や出荷
が可能な高品質な野菜として、アジア地域から要望が強く、国内の産地として出荷の優位性が期待できるアジア
ン野菜の生産、販売を検討する。専門家による市場調査業務を行い、タイやベトナム、中華料理の外食市場での
生鮮素材の動態を確認する等の調査を行った。

　昨今の台風襲来や干ばつなど激しい気象変動に伴い、本村の農作物に甚大な被害が発生した。本村は気象デー
タを観測する機器が設置しておらず、近隣の本部気象観測所のデータを参考にしている。海を隔てており場所に
よって異なった気象が発生し、気象データの適切な管理が困難となる。そのため、気象観測機器を設置した。

干ばつ時や台風時の降雨が少ない場合に、さとうきび・野菜等の農作物に早急な灌水を行い干ばつや潮害から作
物を守る為に、10トン灌水車、６トン灌水車を導入した。

伊江村肉用牛繁殖農家経営の更なる向上の取組に基づき、県内・外の家畜セリ市場において優良繁殖素牛(雌)を購
入し導入した伊江村和牛改良組合員に対して、支援を行い経営の安定化及び優良遺伝繁殖雌牛の生産を図った。

伊江村酪農経営の更なる向上の取組に基づき、２産(4歳)以上した母牛を淘汰し地域保留や県外から導入した優良
繁殖雌牛(素牛)に対して、予算範囲内で支援を行い安定した生乳出荷を行う事で、信頼性のある産地づくりを図っ
た。

家畜市場の老朽化に伴う改修工事並びに、県内家畜市場において本村は唯一家畜誘導レールシステムが未整備で
あるため、セリ市開設時の安全面確保のために誘導レールシステム設置を行った。

村花であるテッポウユリと世界のゆり球根を植栽し、花の島づくりを推進した。

観光地の環境美化及び保全をし、観光地の景観形成と観光客の受け入れ態勢の強化を行った。

森林や海浜など自然の中で乗馬体験を行うための情報発信や馬の導入支援を行い、新たな観光資源の活用を行っ
た。

城山や青少年旅行村など観光施設の機能拡充を図るための整備や観光地環境美化保全に取り組む機械を導入し
た。

本村には国の史跡「具志原貝塚」の他、数多くの文化財がある。島に残された貴重な文化遺産である文化財や景
勝地の美化保全を進め、地域住民の文化財愛護意識を高めるとともに、観光資源としての活用を進めるうえでの
基本構想を策定し、村内文化財（指定、未指定問わず）の整備、環境美化、村内文化財案内の導線ルートなどの
方向性を定めた。

　小、中学校への免許外教科担当者の解消と専科教諭の配置、児童生徒１人１人に「確かな学力」を身につけさ
せるための学習支援員の配置、更には発達障がいなど様々な障がいがある児童生徒に対し特別支援教育支援員な
どの配置を行い、自立し生きていくための土台づくりを行った。

　本村の児童生徒のスポーツ、文化活動等において、地区大会や県大会等への派遣旅費について支援を行った。

　景観法に基づく効果的な景観形成を促進するための景観向上行動計画を策定した。

　医療保健センター内で運営する村立診療所と歯科医院は島内唯一の医療機関として村民の医療を担っている。
１日当たりの平均外来患者数は診療所で104人、歯科医院が35人である。同施設では乳幼児の集団予防接種を年
間90日実施し慢性的な駐車場不足が生じ、村民への医療提供に大きな支障をきたしている。駐車場を確保整備す
ることにより安心・安全な医療保健サービスの提供を行った。

　既設のもずく加工施設の内部を整備し、もずくの加工出荷のみならず、ソデイカ等を加工できるようにするた
めの機能充実を図り、衛生面にも考慮した施設を整備した。
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No 事業等の名称 交付対象事業等の概要

伊江村HPサービス拡充強化
事業

世界のイージマンチュ
交流派遣事業

伊江村ハブ対策事業

明るい村づくり事業

伊江村自動車航送コスト
負担軽減事業

アジアン野菜市場調査
委託事業

気象観測機器設置整備事業

農作物緊急灌水車両整備事業

優良繁殖雌牛導入事業

乳用牛繁殖雌牛更新事業

肉用牛集出荷施設機能改善事業

村花・世界のゆり植栽推進業務

観光地クリーン事業

自然と乗馬ふれあい体験による
観光振興事業

観光客誘客環境整備事業

文化財保全観光地化事業

確かな学力を育む学習支援員
配置事業

各種大会派遣費助成事業

沖縄らしい風景づくり推進事業

医療保健センター機能拡充事業

水産物加工施設整備事業
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免除申請

法定免除 　障害年金１級または２級の受給されている方、生活保護法による生活扶助を受け
ている方で届出することで保険料の全額が免除される法定免除制度があります。

　所得が少ない又は勤め先を退職したなどの理由で国民年金保険料を納めること
が経済的に困難な場合には、ご本人の申請手続きによって、国民年金保険料の納
付が「一部免除（一部納付）」または「全額免除」の制度があります。
　平成28年７月から平成29年６月の申請については、平成27年の所得で審査を行
います。
　国民年金保険料の全額免除や一部免除などの承認を受けた期間※は、保険料を全
額納付したときに比べ将来受ける年金額が少なくなります。

種　類 受給資格
期間に計算

H28年度
免除額

H28年度
納付額内　　　　　容

全額免除

若年者納付
猶予制度

（50歳未満の方）

学生納付
特例制度

未　納

４分の３納付
（4分の1免除）

半額納付
（半額免除）

４分の１納付
（4分の３免除）

納　付 16,260円

12,200円

8,130円

4,070円

0円

0円

0円

0円

－

4,060円

8,130円

12,190円

15,590円

15,590円

15,590円

－      

されます
○

されます
○

されます
○

されません
×

?
!

被保険者証被保険者証
が切り替わります

後期高齢者医療
被保険者
の方へ

固定資産税・国民健康保険税・後期高齢
者医療保険料の納付はお済みでしょう
か。これからの方は、配布してあります
納税通知書にてお早めに納付ください。

有効期限が

となります
28年7月31日

◎８月からは、医療機関の窓口に新しい
　被保険者証を提示してください。

後期高齢者医療制度『被保険者証』切替え日程

※各区公民館での切り替えができない方につきましては、
　7月25日以降役場窓口での切り替えとなります。

お問い合わせ先：住民課   49-2002

※被保険者証の色は変わりません。

東江前区公民館

西崎区公民館

西江上区公民館

川平区公民館

東江上区公民館

真謝区公民館

西江前区公民館

阿良区公民館

午前9時～11時 午後2時～4時

7/19（火）

7/20（水）

7/21（木）

7/22（金）

お問い合わせ：伊江村役場
住民課　税　務　係　℡49-2316
　　　　国保・後期　℡49-2002

《納付場所》農協・漁協・郵便局
　　　　　　コンビニ（ファミリーマート）
　　　　　　伊江村役場
《納付期限》平成28年8月1日（月）

平成28年8月から
75歳

以上

平
成

※口座振替の方は、再振替日を8月1日（月）
　に予定しております。前日までに、残高
　確認をお願いします。

保険料を納めることを言います。
すべての保険料を納めることで満額の年金を受給
出来ます。

「申請者本人」「申請者の配偶者」「世帯主」それ
ぞれの前年所得が一定以下の場合は申請して承認さ
れると保険料の一部または全部が免除になります。
※一部免除の承認を受けた方は、納付すべき一部の
保険料を納付しないとその期間の一部免除が無効
（未納）になりますのでご注意ください

「離職（退職・失業）による特例」
所得審査の対象となる方の中に、離職した人がいる
場合、その人の所得を除外して審査が行われます。

「申請者本人」「申請者の配偶者」それぞれの前年
所得が一定以下の場合は申請して承認されると保険
料の支払いを猶予することができます。

前年の所得が118万円以下の学生は、申請して認めら
れると在学期間中の保険料の支払いを猶予すること
が出来ます。

保険料、または一部免除された場合の免除後の一部
保険料を納めない状態です。督促などの対象になる
ほか、年金を受給できなくなる場合があります。

※承認を受けた期間・・・一部免除された期間について残りの保険料が納められていない

場合は、その期間の保険料未納期間となり、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合

に年金を受けとることが出来なくなる場合がありますのでご注意ください。

申
請
に
必
要
な
も
の

学生以外の方

退職された方

年金手帳、認印

年金手帳、認印、雇用保険被保険者離職票
または雇用保険受給資格者証など

同一世帯以外の方が代理で
申請する場合は、委任状学生証の写し（表と裏の両面）

または在学証明書学生の方

本人以外が代理で申請する場合

代理人の身分証明、
申請者本人の認印

(　　　　　)

国民年金保険料の納付免除制度について国民年金保険料の納付免除制度について 納め忘れは
ありませんか？
納め忘れは
ありませんか？

☆固定資産税

☆国民健康保険税

☆後期高齢者医療保険料

☆固定資産税

☆国民健康保険税

☆後期高齢者医療保険料

の納付月です。の納付月です。

7月は7月は

伊江島広報 （6）



免除申請

法定免除 　障害年金１級または２級の受給されている方、生活保護法による生活扶助を受け
ている方で届出することで保険料の全額が免除される法定免除制度があります。

　所得が少ない又は勤め先を退職したなどの理由で国民年金保険料を納めること
が経済的に困難な場合には、ご本人の申請手続きによって、国民年金保険料の納
付が「一部免除（一部納付）」または「全額免除」の制度があります。
　平成28年７月から平成29年６月の申請については、平成27年の所得で審査を行
います。
　国民年金保険料の全額免除や一部免除などの承認を受けた期間※は、保険料を全
額納付したときに比べ将来受ける年金額が少なくなります。

種　類 受給資格
期間に計算

H28年度
免除額

H28年度
納付額内　　　　　容

全額免除

若年者納付
猶予制度

（50歳未満の方）

学生納付
特例制度

未　納

４分の３納付
（4分の1免除）

半額納付
（半額免除）

４分の１納付
（4分の３免除）

納　付 16,260円

12,200円

8,130円

4,070円

0円

0円

0円

0円

－

4,060円

8,130円

12,190円

15,590円

15,590円

15,590円

－      

されます
○

されます
○

されます
○

されません
×

?
!

被保険者証被保険者証
が切り替わります

後期高齢者医療
被保険者
の方へ

固定資産税・国民健康保険税・後期高齢
者医療保険料の納付はお済みでしょう
か。これからの方は、配布してあります
納税通知書にてお早めに納付ください。

有効期限が

となります
28年7月31日

◎８月からは、医療機関の窓口に新しい
　被保険者証を提示してください。

後期高齢者医療制度『被保険者証』切替え日程

※各区公民館での切り替えができない方につきましては、
　7月25日以降役場窓口での切り替えとなります。

お問い合わせ先：住民課   49-2002

※被保険者証の色は変わりません。

東江前区公民館

西崎区公民館

西江上区公民館

川平区公民館

東江上区公民館
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阿良区公民館

午前9時～11時 午後2時～4時

7/19（火）

7/20（水）

7/21（木）

7/22（金）

お問い合わせ：伊江村役場
住民課　税　務　係　℡49-2316
　　　　国保・後期　℡49-2002

《納付場所》農協・漁協・郵便局
　　　　　　コンビニ（ファミリーマート）
　　　　　　伊江村役場
《納付期限》平成28年8月1日（月）

平成28年8月から
75歳

以上

平
成

※口座振替の方は、再振替日を8月1日（月）
　に予定しております。前日までに、残高
　確認をお願いします。

保険料を納めることを言います。
すべての保険料を納めることで満額の年金を受給
出来ます。

「申請者本人」「申請者の配偶者」「世帯主」それ
ぞれの前年所得が一定以下の場合は申請して承認さ
れると保険料の一部または全部が免除になります。
※一部免除の承認を受けた方は、納付すべき一部の
保険料を納付しないとその期間の一部免除が無効
（未納）になりますのでご注意ください

「離職（退職・失業）による特例」
所得審査の対象となる方の中に、離職した人がいる
場合、その人の所得を除外して審査が行われます。

「申請者本人」「申請者の配偶者」それぞれの前年
所得が一定以下の場合は申請して承認されると保険
料の支払いを猶予することができます。

前年の所得が118万円以下の学生は、申請して認めら
れると在学期間中の保険料の支払いを猶予すること
が出来ます。

保険料、または一部免除された場合の免除後の一部
保険料を納めない状態です。督促などの対象になる
ほか、年金を受給できなくなる場合があります。

※承認を受けた期間・・・一部免除された期間について残りの保険料が納められていない

場合は、その期間の保険料未納期間となり、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合

に年金を受けとることが出来なくなる場合がありますのでご注意ください。

申
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に
必
要
な
も
の

学生以外の方

退職された方

年金手帳、認印

年金手帳、認印、雇用保険被保険者離職票
または雇用保険受給資格者証など

同一世帯以外の方が代理で
申請する場合は、委任状学生証の写し（表と裏の両面）

または在学証明書学生の方

本人以外が代理で申請する場合

代理人の身分証明、
申請者本人の認印

(　　　　　)

国民年金保険料の納付免除制度について国民年金保険料の納付免除制度について 納め忘れは
ありませんか？
納め忘れは
ありませんか？

☆固定資産税
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☆後期高齢者医療保険料
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の納付月です。の納付月です。

7月は7月は
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いいじまんちゅ⑩ボ リ ビ アの
山城　忠さん（第２移住地在住）

　今号は、世界のイージマンチュ交流事業で大変お世話になった山城健司さんの弟の山城忠さんです。
今号で最終回になる『ボリビアのいいじまんちゅ』のトリをお願いしました。

　山城忠さんは、1949年、伊江島生まれ。３歳まで島で過ごしまし
たが、浦添市に引っ越し、そこで小学校３年生まで過ごしました。
家族とともにボリビアに渡ったのは10歳の時。その頃のオキナワ
移住地は、まだジャングル状態で、学校に行くのに薄暗いジャングル
の中を１㎞も歩かねばならず、蚊に刺されたり、怖い思いをしたそ
うですが、慣れてくると、それなりに楽しくすごすことができたそ
うです。しかし、天災や不作が相次ぎ、やむなくオキナワ移住地を
離れる人が多く、仲良くしていた友人たちがアルゼンチンやブ
ラジルに行ってしまい、とても寂しかったそうです。その友人たち
とは、今でも連絡をとり合い、うちなんちゅ大会などの機会に旧交

を温めているそうです。
　忠さんは第２移住地の小中学校であるヌエバ・エスペランサを卒業後、米が不作だった家業の農業を手伝
っていましたが、JICA関係の土木事業でサンファン移住地で道路や橋の整備・建設に２年間勤務することに
なりました。その後は、CAICO（オキナワの農業組合）の製綿工場に11年間勤務し、CAICOの役員としても
16年間活躍されました。製綿工場退職後は、大型機械農
業を始められ、現在は息子さん２人に米と大豆の生産を
任せているそうです。米の不作、綿の不振、大型機械化
農業等オキナワの農業をずっと見続けてきた忠さんが出
した結論は、営農には大豆や米、トウモロコシなどの雑
穀と畜産、果樹などを組み合わせた多角経営をすること
によって農業収入の安定化をはかることが大切というこ
とです。しかし、残念ながら、オキナワでは多角経営を
する人がめったにいないそうです。それは、畜産は多く
の土地の面積が必要であることに対し、土地の値の急騰
が関係していると言われていました。
　忠さんは、沖縄にいる娘さんの出産時や世界のうちな
んちゅ大会、出稼ぎなど、何度か沖縄を訪れています。
その度に、親戚に会い、先祖の供養をするために、伊江島にも足を運ばれています。伊江島に行く度に、島に
発展や変化が見られるといいます。そして、島や沖縄がとても気に入っているので、いつかは住みたいと、好
機をうかがっているそうです。今年開催される『世界のウチナーンチュ大会』にも参加を予定されています。
伊江島にも来島の予定をされていますので、皆さんも忠さんに会える機会があるかもしれません。

・・・『ボリビアのいいじまんちゅ』の取材をさせていただいて、そ
れぞれに伊江島に対する思いを持っておられることを知りました。ま
た、ボリビアの地で困難に対して前向きに取り組んで乗り越えてこら
れた話に、これぞ“イーハッチャー魂”とよぶべきものを感じました。
　帰島後、各区ミニデイで、オキナワ移住地の様子をお伝えしていま
すが、その度に皆さんから必ず『ボリビアのいいじまんちゅ』のあの
人と親戚だけど、知り合いだけど、どうしていた？と尋ねられます。
そんな時、いいじまんちゅ同志は、遠く離れていようと、いつまでも
つながっているのだなと感じます。

文・写 真：宮 里 裕子（伊江村役場職員として４月より復帰。元JICA日系社会シニアボランティア／保健師）

最終回

1973年にご結婚された奥様の君代さんと
（オキナワ日本ボリビア協会のロビーにて）

青年就農給付金 経営開始型（平成28年度）募集青年就農給付金 経営開始型（平成28年度）募集青年就農給付金 経営開始型（平成28年度）募集

さとうきび堆肥導入補助事業さとうきび堆肥導入補助事業

☆伊江村役場臨時職員候補者募集☆☆伊江村役場臨時職員候補者募集☆

　新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長５年間、年間150万円が給付
されます。
　※45歳未満の方、自分の名義で畑をもっている、または借りている（５年以内に名義の変更を行
う条件により３親等以内から借りている場合も可）、経営を継承されるかたは親元就農を開始
してから、５年以内の方。等いくつかの要件があります。

①一般事務補助：高卒以上又は同等以上の能力を有す
る者パソコン操作（ワード・エクセル他）
②診療所事務：医療事務有資格者
③保育士：保育士の資格を取得しているもの
④保育補助：資格要件なし（育児経験者歓迎）
⑤保育所調理師：調理師の資格を取得しているもの
⑥船舶事業（一般事務・券売業務）
　・勤務時間・7：30～18：30内のシフト制

　・休日：月間8～10日（土日祝勤務あり）
　・要普通免許
⑦水道事業
　・土日祝勤務あり　・要普通免許

お問い合わせ：伊江村役場農林水産課　電話：４９－３１６１

青年就農給付金　経営開始型説明会の開催
日　時：平成28年８月１日（月）午後７時30分～　　場　所：伊江村農村環境改善センター中会議室

変更がある場合は、防災無線等でお知らせします。

さとうきび増産基金事業のうちさとうきび自然災害被害対策事業

☆堆肥導入補助事業とは
　　本事業は畑作農家の所得向上のための、国による条
件整備を図るための事業であり、伊江村さとうきび糖
業振興会が事業主体となり、事業計画を進めていま
す。(国庫補助)
　　平成28年度事業であり、29年２月までは完了する
必要がありますが、さとうきびにおいては今期夏植え
にしか該当しません。よって７月～８月に堆肥を散布
できる方に限られます。
　　今年度に限り補助率は69％、31％は農家負担。
　　（通常の補助率は62％、38％）

☆補助事業導入には条件が必要です。
　①さとうきび農家に限られます。（兼業農家でも可。
ただし、さとうきび畑に限る。）

　②指定する堆肥(一種目)
　③運搬時散布する畑への案内、散布時の写真撮影、収
穫量実績報告、栽培日誌等が必要。(会計検査がある)

　④支払い方法は、農家負担分をきび代金から控除する。
　　（今期収穫の無い方は、平成28年12月までに支

払ってください）

※確認した際に、さとうきびが植付けされていない場合
は、全額自己負担となります。

☆堆肥の種類と価格(予定)
　堆肥種類：伊江島１号（中熟堆肥）
　300坪投入量：5トン
　予定価格：7,020円／トン
　300坪当りの試算：5トン×7,020円
　　　　　　　　　（堆肥代・配達代・散布代込）
　＝35,100円、補助金21,666円　農家負担金13,434円
※今年度事業に限って減免申請が適用され30％OFF
（7,020円）をする。

☆事業導入申し込みたい方へ。
　導入を希望される農家は、7月29日(金)までにJA伊
江支店加工部(製糖工場)まで印鑑を持参し、直接申し込
んで下さい。事業説明および畑地番が必要ですので、電
話での申込みは出来ません。

申込方法：村指定の履歴書を提出して下さい（村ホームペー
ジよりダウンロードをするか直接窓口で受領して下さい）
詳しくは村のホームページまたは総務課(49-2001)人事担当
までお問い合わせください。

農業経営
スタート！！
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いいじまんちゅ⑩ボ リ ビ アの
山城　忠さん（第２移住地在住）

　今号は、世界のイージマンチュ交流事業で大変お世話になった山城健司さんの弟の山城忠さんです。
今号で最終回になる『ボリビアのいいじまんちゅ』のトリをお願いしました。

　山城忠さんは、1949年、伊江島生まれ。３歳まで島で過ごしまし
たが、浦添市に引っ越し、そこで小学校３年生まで過ごしました。
家族とともにボリビアに渡ったのは10歳の時。その頃のオキナワ
移住地は、まだジャングル状態で、学校に行くのに薄暗いジャングル
の中を１㎞も歩かねばならず、蚊に刺されたり、怖い思いをしたそ
うですが、慣れてくると、それなりに楽しくすごすことができたそ
うです。しかし、天災や不作が相次ぎ、やむなくオキナワ移住地を
離れる人が多く、仲良くしていた友人たちがアルゼンチンやブ
ラジルに行ってしまい、とても寂しかったそうです。その友人たち
とは、今でも連絡をとり合い、うちなんちゅ大会などの機会に旧交

を温めているそうです。
　忠さんは第２移住地の小中学校であるヌエバ・エスペランサを卒業後、米が不作だった家業の農業を手伝
っていましたが、JICA関係の土木事業でサンファン移住地で道路や橋の整備・建設に２年間勤務することに
なりました。その後は、CAICO（オキナワの農業組合）の製綿工場に11年間勤務し、CAICOの役員としても
16年間活躍されました。製綿工場退職後は、大型機械農
業を始められ、現在は息子さん２人に米と大豆の生産を
任せているそうです。米の不作、綿の不振、大型機械化
農業等オキナワの農業をずっと見続けてきた忠さんが出
した結論は、営農には大豆や米、トウモロコシなどの雑
穀と畜産、果樹などを組み合わせた多角経営をすること
によって農業収入の安定化をはかることが大切というこ
とです。しかし、残念ながら、オキナワでは多角経営を
する人がめったにいないそうです。それは、畜産は多く
の土地の面積が必要であることに対し、土地の値の急騰
が関係していると言われていました。
　忠さんは、沖縄にいる娘さんの出産時や世界のうちな
んちゅ大会、出稼ぎなど、何度か沖縄を訪れています。
その度に、親戚に会い、先祖の供養をするために、伊江島にも足を運ばれています。伊江島に行く度に、島に
発展や変化が見られるといいます。そして、島や沖縄がとても気に入っているので、いつかは住みたいと、好
機をうかがっているそうです。今年開催される『世界のウチナーンチュ大会』にも参加を予定されています。
伊江島にも来島の予定をされていますので、皆さんも忠さんに会える機会があるかもしれません。

・・・『ボリビアのいいじまんちゅ』の取材をさせていただいて、そ
れぞれに伊江島に対する思いを持っておられることを知りました。ま
た、ボリビアの地で困難に対して前向きに取り組んで乗り越えてこら
れた話に、これぞ“イーハッチャー魂”とよぶべきものを感じました。
　帰島後、各区ミニデイで、オキナワ移住地の様子をお伝えしていま
すが、その度に皆さんから必ず『ボリビアのいいじまんちゅ』のあの
人と親戚だけど、知り合いだけど、どうしていた？と尋ねられます。
そんな時、いいじまんちゅ同志は、遠く離れていようと、いつまでも
つながっているのだなと感じます。

文・写 真：宮 里 裕子（伊江村役場職員として４月より復帰。元JICA日系社会シニアボランティア／保健師）

最終回

1973年にご結婚された奥様の君代さんと
（オキナワ日本ボリビア協会のロビーにて）

青年就農給付金 経営開始型（平成28年度）募集青年就農給付金 経営開始型（平成28年度）募集青年就農給付金 経営開始型（平成28年度）募集

さとうきび堆肥導入補助事業さとうきび堆肥導入補助事業

☆伊江村役場臨時職員候補者募集☆☆伊江村役場臨時職員候補者募集☆

　新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長５年間、年間150万円が給付
されます。
　※45歳未満の方、自分の名義で畑をもっている、または借りている（５年以内に名義の変更を行
う条件により３親等以内から借りている場合も可）、経営を継承されるかたは親元就農を開始
してから、５年以内の方。等いくつかの要件があります。

①一般事務補助：高卒以上又は同等以上の能力を有す
る者パソコン操作（ワード・エクセル他）
②診療所事務：医療事務有資格者
③保育士：保育士の資格を取得しているもの
④保育補助：資格要件なし（育児経験者歓迎）
⑤保育所調理師：調理師の資格を取得しているもの
⑥船舶事業（一般事務・券売業務）
　・勤務時間・7：30～18：30内のシフト制

　・休日：月間8～10日（土日祝勤務あり）
　・要普通免許
⑦水道事業
　・土日祝勤務あり　・要普通免許

お問い合わせ：伊江村役場農林水産課　電話：４９－３１６１

青年就農給付金　経営開始型説明会の開催
日　時：平成28年８月１日（月）午後７時30分～　　場　所：伊江村農村環境改善センター中会議室

変更がある場合は、防災無線等でお知らせします。

さとうきび増産基金事業のうちさとうきび自然災害被害対策事業

☆堆肥導入補助事業とは
　　本事業は畑作農家の所得向上のための、国による条
件整備を図るための事業であり、伊江村さとうきび糖
業振興会が事業主体となり、事業計画を進めていま
す。(国庫補助)
　　平成28年度事業であり、29年２月までは完了する
必要がありますが、さとうきびにおいては今期夏植え
にしか該当しません。よって７月～８月に堆肥を散布
できる方に限られます。
　　今年度に限り補助率は69％、31％は農家負担。
　　（通常の補助率は62％、38％）

☆補助事業導入には条件が必要です。
　①さとうきび農家に限られます。（兼業農家でも可。
ただし、さとうきび畑に限る。）

　②指定する堆肥(一種目)
　③運搬時散布する畑への案内、散布時の写真撮影、収
穫量実績報告、栽培日誌等が必要。(会計検査がある)

　④支払い方法は、農家負担分をきび代金から控除する。
　　（今期収穫の無い方は、平成28年12月までに支

払ってください）

※確認した際に、さとうきびが植付けされていない場合
は、全額自己負担となります。

☆堆肥の種類と価格(予定)
　堆肥種類：伊江島１号（中熟堆肥）
　300坪投入量：5トン
　予定価格：7,020円／トン
　300坪当りの試算：5トン×7,020円
　　　　　　　　　（堆肥代・配達代・散布代込）
　＝35,100円、補助金21,666円　農家負担金13,434円
※今年度事業に限って減免申請が適用され30％OFF
（7,020円）をする。

☆事業導入申し込みたい方へ。
　導入を希望される農家は、7月29日(金)までにJA伊
江支店加工部(製糖工場)まで印鑑を持参し、直接申し込
んで下さい。事業説明および畑地番が必要ですので、電
話での申込みは出来ません。

申込方法：村指定の履歴書を提出して下さい（村ホームペー
ジよりダウンロードをするか直接窓口で受領して下さい）
詳しくは村のホームページまたは総務課(49-2001)人事担当
までお問い合わせください。

農業経営
スタート！！
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伊江島イメージキャラクター

「 タッちゅん缶バッチ 」「 タッちゅん缶バッチ 」
が販売開始しました！
　伊江島イメージキャラクター『タッちゅん』の

缶バッチが5月17日から、伊江島物産センターか

ら発売されました。

　伊江島の説明や、タッちゅんの紹介等が描かれ

たパッケージで、1個200円で販売されています。

現在はハイビスカスのタッちゅんと、テッポウユ

リのタッちゅんの計2種類があり、商品の売上の

一部は、伊江村教育活動資金として伊江島の子ど

もたちの為に寄付されます。

（改善センターにて）

売上げの一部を贈呈
「 いえぎょうざ 」 「 いえぎょうざ 」 子どもの

口腔ケア
教室

子どもの
口腔ケア
教室

子どもの
口腔ケア
教室

子どもの
口腔ケア
教室
　中央保育所と東保育所の保護者を対象に、「むし歯」と「歯みがき」について屋宜宣寿先生（伊江歯科医院）による

勉強会が開催されました。屋宜先生は勉強会の中で、毛先の開いた歯ブラシでは歯みがきの効果が下がることや、特

に寝る前の歯みがきは、虫歯予防に効果的であることを説明しました。多くの保護者が参加し、熱心に講義を受けて

いる姿が、虫歯予防に対する関心の高さを感じさせました。（東保育所６月９日、中央保育所６月16日）

「6月の空に祈りをささげよう」「6月の空に祈りをささげよう」ミニコンサート
　慰霊の日を前に、音楽を通して戦争の悲惨さや命の尊さを伝える平和

教育を目的とした「6月の空に祈りをささげよう」が6月17日、伊江小

学校体育館で開かれました。

　このミニコンサートでは、シャンソン歌手の石坂美砂さんや、ピアノ

担当の香取光一郎さん、くによしさちこさんがバイオリンを弾いて、歌

や語りを通して戦争の悲惨さや平和の大切さを伝えました。

　石坂さんの母であるシャンソン歌手の真砂さんは、戦時中に対馬丸で

本土へ避難する予定だったが、急病を患い対馬丸の後に出航した船に乗

り込み熊本に疎開しました。しかし、乗船する予定だった対馬丸は襲撃

され、先に避難した恩師や同級生は皆、帰らぬ人となりました。

　このような戦争の惨劇と自身の体験を基に作詞した真砂さんは、平和

の祈りを伝えようと各地を回り歌い続け、2003年にこの世を後にし、

今では、亡き母が作詞した「啓子ちゃん生きた」や「白旗の少女」など

を歌いながら、母の意思を受け継いでおり、今回のミニコンサートでも

歌が披露されました。

　「白旗の少女」が披露されると、伊江小１年生の知念乃衣さんが実際

に白旗を持って舞台を歩き、最後は児童や参加者全員で真砂さんが作詞

した「がじゅまる」を合唱し、平和の願いを込めて児童の手から数十匹

の蝶を放ちました。

ビーチクリーン清掃ビーチクリーン清掃ビーチクリーン清掃
　伊江村青年会は、海岸に漂流した木々やゴミ、石ころなどを撤去す

る「ビーチクリーン清掃」を7月3日、伊江ビーチで実施しました。

　青年会員約30名が集まり、梅雨明けの夏至南風の影響で、砂浜には

細かなゴミや流木などが漂着し、会員一人ひとり回収箱を持ちながら

ゴミを拾いました。

　約1時間で作業を終え、2トントラック2台分のゴミ等を拾い集めま

した。

　今回実施した前田誠也青年会長は「多くの青年会員が集まり、清掃

活動を通して、ビーチがきれいになった。旧盆巡回エイサー等を迎え

るにあたり、各年代との会話することができ、親睦も深めることがで

きた」と話していました。

　清掃終了後に、旧盆巡回エイサーに向けての結団式を行い、会員の

士気を高めました。

　「じょうとーむん　使うよろこび　県産品」をスローガンに、

県産品奨励月間実行委員会が主管する「県産品奨励月間」が7月1

日から31日までの間、沖縄県各地で一斉に行われています。

　県産品奨励月間の実施に伴い、伊江村商工会から知念政宏会長

と玉城堅徳副会長が村役場を訪れ、島袋秀幸村長に要請書を提出

しました。

　知念会長は「村で使用する物品等について、優先的に地元産品

を使用していただきたい。また、村民にも地元産品優先使用の意

識の高揚を図ってもらいたい」と述べました。

　要請書を受け取った島袋村長は「今回の取り組みは村にとって

も活性化に繋がる取り組みだ。地元産品を使用し、村の特産品な

どのPRに繋げたい」と話しました。

　伊江島物産センター（新城良和社長）が販売する伊江島産の島ら

っきょうを使用した「いえぎょうざ」の売上げの一部を村内の教育

活動に役立ててもらおうと目録の贈呈式が6月7日、役場で行われま

した。

　贈呈式には、餃子を製造する琉眠眠の比嘉竜児社長や伊江島物産

センターの新城社長をはじめ、島袋秀幸村長、名城政英副村長が出

席をしました。

　「いえぎょうざ」は、島らっきょう農家をはじめ、JA伊江支店や

行政などが一体となって取り組み、昨年の5月に発売をしました。

　比嘉社長は「村内の子どもたちの教育活動に活用され嬉しく思

う。今後も品質の向上に努めていきたい」と話しました。

　1パックにつき4円が村の子どもたちの教育活動資金に役立てら

れ、今回4万7,120円が寄付されました。寄付金は村内2カ所の保育

所に分けられ、絵本や遊具の購入などに活用されます。

■ 缶バッチのお買い求めについては、伊江港内の物産センターや、城山売店等、村内御土産物売店でも販売しております！

じょうとーむん
使うよろこび
県産品

じょうとーむん
使うよろこび
県産品
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伊江島イメージキャラクター

「 タッちゅん缶バッチ 」「 タッちゅん缶バッチ 」
が販売開始しました！
　伊江島イメージキャラクター『タッちゅん』の

缶バッチが5月17日から、伊江島物産センターか

ら発売されました。

　伊江島の説明や、タッちゅんの紹介等が描かれ

たパッケージで、1個200円で販売されています。

現在はハイビスカスのタッちゅんと、テッポウユ

リのタッちゅんの計2種類があり、商品の売上の

一部は、伊江村教育活動資金として伊江島の子ど

もたちの為に寄付されます。

（改善センターにて）

売上げの一部を贈呈
「 いえぎょうざ 」 「 いえぎょうざ 」 子どもの

口腔ケア
教室

子どもの
口腔ケア
教室

子どもの
口腔ケア
教室

子どもの
口腔ケア
教室
　中央保育所と東保育所の保護者を対象に、「むし歯」と「歯みがき」について屋宜宣寿先生（伊江歯科医院）による

勉強会が開催されました。屋宜先生は勉強会の中で、毛先の開いた歯ブラシでは歯みがきの効果が下がることや、特

に寝る前の歯みがきは、虫歯予防に効果的であることを説明しました。多くの保護者が参加し、熱心に講義を受けて

いる姿が、虫歯予防に対する関心の高さを感じさせました。（東保育所６月９日、中央保育所６月16日）

「6月の空に祈りをささげよう」「6月の空に祈りをささげよう」ミニコンサート
　慰霊の日を前に、音楽を通して戦争の悲惨さや命の尊さを伝える平和

教育を目的とした「6月の空に祈りをささげよう」が6月17日、伊江小

学校体育館で開かれました。

　このミニコンサートでは、シャンソン歌手の石坂美砂さんや、ピアノ

担当の香取光一郎さん、くによしさちこさんがバイオリンを弾いて、歌

や語りを通して戦争の悲惨さや平和の大切さを伝えました。

　石坂さんの母であるシャンソン歌手の真砂さんは、戦時中に対馬丸で

本土へ避難する予定だったが、急病を患い対馬丸の後に出航した船に乗

り込み熊本に疎開しました。しかし、乗船する予定だった対馬丸は襲撃

され、先に避難した恩師や同級生は皆、帰らぬ人となりました。

　このような戦争の惨劇と自身の体験を基に作詞した真砂さんは、平和

の祈りを伝えようと各地を回り歌い続け、2003年にこの世を後にし、

今では、亡き母が作詞した「啓子ちゃん生きた」や「白旗の少女」など

を歌いながら、母の意思を受け継いでおり、今回のミニコンサートでも

歌が披露されました。

　「白旗の少女」が披露されると、伊江小１年生の知念乃衣さんが実際

に白旗を持って舞台を歩き、最後は児童や参加者全員で真砂さんが作詞

した「がじゅまる」を合唱し、平和の願いを込めて児童の手から数十匹

の蝶を放ちました。

ビーチクリーン清掃ビーチクリーン清掃ビーチクリーン清掃
　伊江村青年会は、海岸に漂流した木々やゴミ、石ころなどを撤去す

る「ビーチクリーン清掃」を7月3日、伊江ビーチで実施しました。

　青年会員約30名が集まり、梅雨明けの夏至南風の影響で、砂浜には

細かなゴミや流木などが漂着し、会員一人ひとり回収箱を持ちながら

ゴミを拾いました。

　約1時間で作業を終え、2トントラック2台分のゴミ等を拾い集めま

した。

　今回実施した前田誠也青年会長は「多くの青年会員が集まり、清掃

活動を通して、ビーチがきれいになった。旧盆巡回エイサー等を迎え

るにあたり、各年代との会話することができ、親睦も深めることがで

きた」と話していました。

　清掃終了後に、旧盆巡回エイサーに向けての結団式を行い、会員の

士気を高めました。

　「じょうとーむん　使うよろこび　県産品」をスローガンに、

県産品奨励月間実行委員会が主管する「県産品奨励月間」が7月1

日から31日までの間、沖縄県各地で一斉に行われています。

　県産品奨励月間の実施に伴い、伊江村商工会から知念政宏会長

と玉城堅徳副会長が村役場を訪れ、島袋秀幸村長に要請書を提出

しました。

　知念会長は「村で使用する物品等について、優先的に地元産品

を使用していただきたい。また、村民にも地元産品優先使用の意

識の高揚を図ってもらいたい」と述べました。

　要請書を受け取った島袋村長は「今回の取り組みは村にとって

も活性化に繋がる取り組みだ。地元産品を使用し、村の特産品な

どのPRに繋げたい」と話しました。

　伊江島物産センター（新城良和社長）が販売する伊江島産の島ら

っきょうを使用した「いえぎょうざ」の売上げの一部を村内の教育

活動に役立ててもらおうと目録の贈呈式が6月7日、役場で行われま

した。

　贈呈式には、餃子を製造する琉眠眠の比嘉竜児社長や伊江島物産

センターの新城社長をはじめ、島袋秀幸村長、名城政英副村長が出

席をしました。

　「いえぎょうざ」は、島らっきょう農家をはじめ、JA伊江支店や

行政などが一体となって取り組み、昨年の5月に発売をしました。

　比嘉社長は「村内の子どもたちの教育活動に活用され嬉しく思

う。今後も品質の向上に努めていきたい」と話しました。

　1パックにつき4円が村の子どもたちの教育活動資金に役立てら

れ、今回4万7,120円が寄付されました。寄付金は村内2カ所の保育

所に分けられ、絵本や遊具の購入などに活用されます。

■ 缶バッチのお買い求めについては、伊江港内の物産センターや、城山売店等、村内御土産物売店でも販売しております！

じょうとーむん
使うよろこび
県産品

じょうとーむん
使うよろこび
県産品
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満１歳

島袋 大海（だい）くん

性別：男
生年月日：平成27年７月１０日生
父：島袋 勝
母：島袋 千香
行政区：川平区
愛嬌たっぷり食いしんぼう大海ちゃん
強くたくましい子になぁれぇ!!

東江 幸奈（ゆきな）ちゃん
性別：女

生年月日：平成27年７月１４日生

母：東江 和音

行政区：阿良区

闘牛大好きゆきな♡たくさんの人に

愛され幸せに奈あれ♡

平成28年9月1日（木）から平常運航平成28年9月1日（木）から平常運航

※上記の期間は混む恐れがあります
　ので早めのご予約をお願いします。
※上記の期間は混む恐れがあります
　ので早めのご予約をお願いします。

夏休み期間運航表
平成28年7月21日（木）～8月31日（水）
夏休み期間運航表

平成28年7月21日（木）～8月31日（水）
旧盆運航表（旧暦７月15日、16日）
平成28年8月17日（水）、8月18日（木）
旧盆運航表（旧暦７月15日、16日）
平成28年8月17日（水）、8月18日（木）

伊江港発 本部港発便
8：00
9：00
10：00
11：00
13：00
14：00
15：00
16：30

9：00
10：00
11：00
13：00
14：00
15：00
16：10
17：30

1
2
3
4
5
6
7
8

伊江港発 本部港発便
8：00
10：00
12：00
14：30
16：30

9：00
11：00
13：30
15：30
17：30

1
2
3
4
5

伊江港発 本部港発便
8：00
10：00
13：00
16：00

9：00
11：00
15：00
17：00

1
2
3
4

お問い合わせ先お問い合わせ先

伊江港 0980-49-2255（事前予約） 
本部港 0980-47-3940（本部発当日予約）
伊江港 0980-49-2255（事前予約） 
本部港 0980-47-3940（本部発当日予約）

夏休み期間及び旧盆中の
フェリー運航表
夏休み期間及び旧盆中の
フェリー運航表
夏休み期間及び旧盆中の
フェリー運航表
※台風及び悪天候等による欠航等のお知らせは、
防災無線にて午前6時30分と45分に行います。
また、以降についても随時行う場合もあります
のでご了承下さい。

※台風及び悪天候等による欠航等のお知らせは、
防災無線にて午前6時30分と45分に行います。
また、以降についても随時行う場合もあります
のでご了承下さい。
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第57回職域バレーボール大会第57回職域バレーボール大会
　村体育協会主催の第57回職域バレーボール大会が6月12日、伊江中学校
体育館で行われました。村内各職場から男子9チーム、女子6チームが出場
し、数々の珍プレー、好プレーに歓声が上がり、会場中が大盛り上がりを見せ
ました。
　男子の決勝は役場Aチームと教員連合との対決となり、フルセットまでも
つれ込む接戦の末、役場Aが2年ぶりに優勝しました。
　女子の決勝はJA伊江支店と教員連合との試合で、一進一退の攻防が続き、
激戦の末JA伊江支店が優勝を果たしました。
　今大会は、8月に行われる国頭郡排球大会に出場する選手選考も兼ねて
行われ、男女MVPには、高里樹さん（教員連合）と大城綾乃さん（JA伊江支
店）が選ばれました。

　６月10日から開催された
「第38回西日本軟式野球大
会（2部）」に居酒屋めとろ伊
江島チームが県代表として初
出場しました。北部地区大会
で優勝しためとろチームは、
続く県大会でベスト4に入り西日本大会の切符を手にしました。
　コザ信金スタジアムで行われた１回戦、鹿児島県代表と対戦した
めとろチームは、序盤から相手にリードされ苦しい展開が進みまし
た。７回途中で降った大雨で1時間以上ゲームが中断する状況もあ
りましたが、恵みの雨と切り替え反撃するも１対７で敗れました。
　玉城芳樹監督は「県代表として出場できたことに誇りを持ちたい。
安打数は普段より多かったがあと1本が出なかった。今後も各大会
が続くのでレベルアップして全大会優勝を目指したい。」と話しま
した。会場には多くの村民や、本島在住の出身者らが応援に駆け付
け声援を送りました。
※今大会に出場するにあたり、多くの村民や関係者の皆様にご支援
ご協力をいただきました。心からお礼を申し上げるとともに今後
も精進していきますのでご声援よろしくお願いします。

【居酒屋めとろ伊江島野球部一同】

氏　　名：湧 川　朝 雅
生年月日：昭和62年4月7日（29歳）
琉球大学医学部卒
那覇市立病院医師
趣　　味：ウインドサーフィン
研修期間：平成28年7月4日から9月30日まで

研修医の紹介研修医の紹介

ともまさ

〈コメント〉
2年前に研修生として伊江村立診療所でお
世話になりました湧川です。Dr.阿部先生か
らいろいろ学ばせて頂きます。3ヵ月間とい
う短い期間ですが、よろしくお願いします。

めとろ伊江島チーム西日本大会初出場めとろ伊江島チーム西日本大会初出場 結果は次のとおりとなります。
【男子】①役場A　②教員連合　③きらぼし
【女子】①JA伊江支店　②教員連合　③役場A
【最優秀選手賞】高里樹（教員連合）
　　　　　　　大城綾乃（JA伊江支店）
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