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村の世帯数と人口の比較 （6月30日現在）

先月比平成26年平成6年
（20年前）

昭和49年
（40年前）

＋5

＋3

0

＋3

5

2

3

2,213

4,746

2,408

2,338

1,959

5,563

2,731

2,832

1,456

6,226

2,968

3,258

世帯数

総人口

男

女

6
月
の

　出
生
児
数

　「サントリーカップ第79回沖縄県マスターズバレーボール伊江島大会」が６月21、22日に伊江中学校
など３会場で開催されました。５年振りとなる伊江島大会には60代４チーム、50代５チーム、40代
６チームが参加し日ごろの練習の成果を発揮しま
した。村からも50代と40代、それぞれ1チームが
参加し、共に初勝利をあげることができました。
懇親会では島の特産品が当たるお楽しみ抽選会や
Ui ohanaフラサークルのメンバーと、子どもたち
のフラが披露され、大盛り上がりの懇親会となり
ました。今後、伊江村チームは地元開催の大会だ
けではなく、本島での大会にも積極的に参加して
いきたいと盛り上がっています。

サントリーカップ 第79回 沖縄県マスターズバレーボール伊江島大会サントリーカップ 第79回 沖縄県マスターズバレーボール伊江島大会サントリーカップ 第79回 沖縄県マスターズバレーボール伊江島大会
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現　行 新税額

原動機付自転車

一部の車両はそのままですので詳しくは下記の※をご覧ください。

軽自動車及び
小型特殊自動車

軽自動車及び
小型特殊自動車

～50 cc …… 1,000円
～90 cc …… 1,200円
90 cc～ …… 1,600円
3輪以上 …… 2,500円

～50 cc …… 2,000円
～90 cc …… 2,000円
90 cc～ …… 2,400円
3輪以上 …… 3,700円

軽自動車
2輪のもの… 2,400円
3輪のもの… 3,100円
2輪の小型… 4,000円

軽自動車
2輪のもの… 3,600円
3輪のもの… 3,900円
2輪の小型… 6,000円

軽自動車
4輪以上のもの

●4人のり乗用車
営業用 …… 5,500円
自家用……… 7,200円

●軽トラック等
営業用 …… 3,000円
自家用……… 4,000円

●小型特殊自動車
農耕用 …… 1,600円
その他……… 4,700円

軽自動車
4輪以上のもの

●4人のり乗用車
営業用 …… 6,900円
自家用…… 10,800円

●軽トラック等
営業用 …… 3,800円
自家用……… 5,000円

●小型特殊自動車
農耕用 ……… 据置
その他………… 据置

お問い合わせ：伊江村役場　住民課　軽自動車係　電話：０９８０－４９－２３１６

軽自動車税が上がります！軽自動車税が上がります！平成2
7年度

より

平成2
7年度

より

☆現在、所有している車の場合 …………………………据置かれます

☆平成27年3月31日までに初期登録（新車購入）した場合 据置かれます

………上がります☆平成27年4月1日に初期登録（新車購入）した場合

平成28年
4月1日

平成27年
3月31日

平成27年
4月1日

平成27年度
7,200円

平成27年度
4,000円

４人のり
乗用車の場合

軽トラの場合

４人のり
乗用車の場合

４人のり
乗用車の場合

軽トラの場合

軽トラの場合

平成14年式 車両の場合12,900円
平成15年式 以降の車両は、7,200円

※次年度以降　13年経過した車両は、
12,900円になります。　新税率×20％重課

平成14年式 車両の場合6,000円
平成15年式 以降の車両は、4,000円

※次年度以降　13年経過した車両は、
6,000円になります。　新税率×20％重課

平成27年度
7,200円

新車購入
初期登録

新車購入
初期登録

新車購入
初期登録

新車購入
初期登録

平成27年度
4,000円

13年経過後12,900円
新税率×20％重課

13年経過後6,000円
新税率×20％重課

平成27年度
10,800円

平成27年度
5,000円

13年経過後、12,900円
新税率×20％重課

13年経過後、6,000円
新税率×20％重課

※注１※注１ ※注２※注２ ※注３※注３
　□に囲まれた税額につい
て自動車3輪以上に関して
平成27年4月1日以降に初
期登録された車両が該当に
なります。現在、お持ちの
３輪以上の自動車について
は税額が据え置かれます。

　平成28年４月１日時点
で３輪以上の自動車につ
いて、初期登録から13年
経過している車両は、
平成28年度軽自動車税が
新税率に20％重課された
税額にります。

「もう乗っていない車両」が
ありましたら、課税されてし
まう前に、平成26年度内に
抹消手続きを宜しくお願い
します。

もったいない
ですよ～

伊江島広報 （2）



現　行 新税額

原動機付自転車

一部の車両はそのままですので詳しくは下記の※をご覧ください。

軽自動車及び
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2輪の小型… 6,000円
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●4人のり乗用車
営業用 …… 5,500円
自家用……… 7,200円

●軽トラック等
営業用 …… 3,000円
自家用……… 4,000円

●小型特殊自動車
農耕用 …… 1,600円
その他……… 4,700円

軽自動車
4輪以上のもの

●4人のり乗用車
営業用 …… 6,900円
自家用…… 10,800円

●軽トラック等
営業用 …… 3,800円
自家用……… 5,000円

●小型特殊自動車
農耕用 ……… 据置
その他………… 据置

お問い合わせ：伊江村役場　住民課　軽自動車係　電話：０９８０－４９－２３１６

軽自動車税が上がります！軽自動車税が上がります！平成2
7年度

より

平成2
7年度

より

☆現在、所有している車の場合 …………………………据置かれます

☆平成27年3月31日までに初期登録（新車購入）した場合 据置かれます

………上がります☆平成27年4月1日に初期登録（新車購入）した場合

平成28年
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乗用車の場合

軽トラの場合

軽トラの場合

平成14年式 車両の場合12,900円
平成15年式 以降の車両は、7,200円

※次年度以降　13年経過した車両は、
12,900円になります。　新税率×20％重課

平成14年式 車両の場合6,000円
平成15年式 以降の車両は、4,000円

※次年度以降　13年経過した車両は、
6,000円になります。　新税率×20％重課
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※注１※注１ ※注２※注２ ※注３※注３
　□に囲まれた税額につい
て自動車3輪以上に関して
平成27年4月1日以降に初
期登録された車両が該当に
なります。現在、お持ちの
３輪以上の自動車について
は税額が据え置かれます。

　平成28年４月１日時点
で３輪以上の自動車につ
いて、初期登録から13年
経過している車両は、
平成28年度軽自動車税が
新税率に20％重課された
税額にります。

「もう乗っていない車両」が
ありましたら、課税されてし
まう前に、平成26年度内に
抹消手続きを宜しくお願い
します。

もったいない
ですよ～
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やんばる町村ファミリーサポートセンター主催

伊江村会員交流会伊江村会員交流会
暑い日が続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか？
やんばる町村ファミリーサポートセンターでは、伊江村会員交流会を開催いたします。
ファミサポの輪を広げるべく、子育て中の親同士でゆんたくしたり、家族で楽しめるワーク
ショップなどを計画中です。会員の方、会員以外の方で子育
てに興味関心のある方、子育て中の方、会員以外の方でもお
誘いあわせの上、皆さんのご参加をおまちしています。

日時：平成２６年８月１７日（日）　

場所：伊江村農村環境改善センターホール

時間：１０時３０分～１４時３０分

内容：ワークショップ・昔遊び・クッキング等

利用会員登録受付・問い合わせ・申込み先

やんばる町村ファミリーサポートセンター
電　話：０９８０－４３－０２３２
メールアドレス：h.faminet@ezweb.ne.jp

◎クッキングのみ幼稚園以上の親子で人数に限りがあるため申し込みが
必要です。その他のワークショップは当日参加ＯＫです

ファミサポ会員募集中
やんばる町村ファミリーサポートセンター
では利用会員、サポーターさん募集中です。

サポートの内容（例）

・子供のお迎えがあるけど間に合わない

・子供のサッカーの試合があるけど連れて行けない

・学校がお休みだけど仕事がある・などなど。

子育てをおえたかた、ご自身の子供と一緒に預かる事が出来る、空いた時間に子供と遊び

たい。子供が好き。などなど一緒にファミサポ活動をしませんか？

会員登録希望される方は、やんばる町村ファミリーサポートセンターまで連絡下さい。

ブログもやってまぁ～す★　http//yuimaruichi . t i -da.net/

※当日、会員登録（無料）も可能

　広島大学大学院の学生だった1964年、方言研究のた
め沖縄を訪れた際、独特の「イージマグチ」に魅せられて
伊江島を研究地に選んだ。これまでに「伊江島方言辞典」、
「いーじま五十音表」、「いーじまぐちカルタ」などを刊行。
2008年には伊江村名誉村民となる。
　伊江島方言の研究をはじめて今年で50年になる。　

 はじめまして、この度、臨床工学技士

として伊江診療所、透析センターへ着任

しました新里です。近日中には船酔いを

克服し、イージマンチュになることが目

標です。よろしくお願い致します。

１　山ぬ木守らたる神様　
２　安里五郎ぬ角力取い話
３　マーガぬ由来　　　　
４　綱越ーしぇ　　　
５　昔ぬ笑話

販売価格：１，０００円　（音声ＣＤ付き）

販　　売：教育委員会・物産センター

目次

新 人 紹 介

昭和36年生（52歳）与那原町出身

趣味・特技　趣味は野球、ゴルフ、

釣りは伊江島に来て復活しました。

新里　智（しんざとさとし）

　ナスミバエはナス科野菜の果実に被害をあたえる害虫

です。

 今年も6月以降、家庭菜園や庭のシマトウガラシ、ピー

マン、シシトウなどで被害が増える傾向にあります。

　変色するなど被害の疑いのある果実は放置せず早めに

除去し、ビニール袋等に密閉して廃棄してください。

　また、雑草のテリミノイヌホオズキは繁殖源となりま

すので、繁茂させないよう除去をお願いします。

【問い合わせ】
沖縄県病害虫防除技術センター

０９８－８８６－３８８０ テリミノイヌホオズキテリミノイヌホオズキ

ナスミバエ成虫ナスミバエ成虫
（大きさ：約７mm）（大きさ：約７mm）

ナスミバエの防除対策に
ご協力ください！
ナスミバエの防除対策に
ご協力ください！

● 生塩睦子　先生　プロフィール

伊江島の民話
いーじまぬ　んかしばなし

第１集

◆監修　生塩睦子

刊 行

昨年４月から原料回収を始めた村堆肥センターの
１年間稼働状況は次の通りとなっています。

堆肥を入れて、土作りをして、農作物を増産しよう
牧草地へ堆肥を散布し、化学肥料を減らし、経費削減を図ろう

■ 堆肥原料の回収状況（月別）

平成25年度　堆肥センターの稼働状況平成25年度　堆肥センターの稼働状況

 4 9 91 146,600 48,513 0 0 0 9 146,600 48,513

 5 54 456 1,463,190 474,671 11 320,430 99,601 43 1,142,760 375,070

 6 39 408 1,383,900 422,900 7 312,460 100,200 32 1,071,440 322,700

 7 42 265 800,400 238,400 8 168,420 50,400 34 631,980 188,000

 8 34 219 707,250 235,150 4 117,910 36,940 30 589,340 198,210

 9 31 145 419,750 131,780 3 44,460 13,940 28 375,290 117,840

 10  41 201 639,930 201,470 7 85,270 26,720 34 554,660 174,750

 11 38 229 790,840 247,990 5 173,150 54,310 33 617,690 193,680

 12 51 278 901,020 281,600 11 236,430 74,120 40 664,590 207,480

 1 42 194 634,550 198,940 11 207,780 65,150 31 426,770 133,790

 2 40 226 801,520 250,830 6 110,940 34,780 34 690,580 216,050

 3 42 182 589,000 184,730 9 190,840 59,830 33 398,160 124,900

 計 463 2,894 9,277,950 2,916,974 82 1,968,090 615,991 381 7,309,860 2,300,983

     農家数 搬入量（kg） 原料代金（円） 農家数 搬入量（kg） 原料代金（円）

 種　別 金　額（円） 完熟（ｋｇ） 中熟（ｋｇ） フレコン（ｋｇ） 袋詰（ｋｇ） 合計（ｋｇ）

 現金購入 1,139,320 27,000 69,650 5,500 21,675 123,825

 ふん貯利用 451,005 1,500 25,000 8,000 4,995 39,495

 合　　計 1,590,325 28,500 94,650 13,500 26,670 163,320

堆肥の販売は、バラ売りを10月21日、袋詰堆肥を12月26日から販売を始めた。袋詰堆肥

はＪＡ伊江支店へ販売を委託して村民が購入しやすい体制を整備した。なお、ＪＡ伊江支

店での販売実績は、１月 560袋・２月 325袋・３月 500袋　合計　1,385袋となっている。

■ 堆肥販売実績

月
搬入量
（kg）

原料代金
（円）

代金払い（口座振込） ふん貯加入
農家数
 (延べ)

搬入
台数

◎ ◎

問診、視診、触診、
乳房エコー検査、

マンモグラフィ（2方向）

個別乳がん検診のご案内個別乳がん検診のご案内
少ない自己負担額で充実した検査を受けることができ

ます。ただし、検診承認証が必要ですので、福祉保健課

（医療保健センター３階）にてお申込みください。

検診内容・自己負担額及び定員

対象者 伊江村に住所を有する３０歳以上の女性
（平成25年度に個別乳がん検診を受けられた方は対象外です。）

検診場所 北部地区医師会病院

申込期間 平成26年7月28日（月）～11月14日（金）

申込場所 伊江村 福祉保健課（医療保健センター３階）

検診期間
平成26年８月５日（火）～１２月２５日（木）のうち、
火／水／木曜日の13:30から

※ 検診承認証をお持ちでない場合、自己負担額が高くなります。

お問い合わせ：福祉保健課　 Tel　49-2234／49-5000

対象年齢 30～39歳 40歳以上

1,000円 2,000円

20人 40人

検診内容

自己負担額

定　員

問診、視診、触診、
乳房エコー検査
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昨年４月から原料回収を始めた村堆肥センターの
１年間稼働状況は次の通りとなっています。

堆肥を入れて、土作りをして、農作物を増産しよう
牧草地へ堆肥を散布し、化学肥料を減らし、経費削減を図ろう

■ 堆肥原料の回収状況（月別）

平成25年度　堆肥センターの稼働状況平成25年度　堆肥センターの稼働状況

 4 9 91 146,600 48,513 0 0 0 9 146,600 48,513

 5 54 456 1,463,190 474,671 11 320,430 99,601 43 1,142,760 375,070

 6 39 408 1,383,900 422,900 7 312,460 100,200 32 1,071,440 322,700

 7 42 265 800,400 238,400 8 168,420 50,400 34 631,980 188,000

 8 34 219 707,250 235,150 4 117,910 36,940 30 589,340 198,210

 9 31 145 419,750 131,780 3 44,460 13,940 28 375,290 117,840

 10  41 201 639,930 201,470 7 85,270 26,720 34 554,660 174,750

 11 38 229 790,840 247,990 5 173,150 54,310 33 617,690 193,680

 12 51 278 901,020 281,600 11 236,430 74,120 40 664,590 207,480

 1 42 194 634,550 198,940 11 207,780 65,150 31 426,770 133,790

 2 40 226 801,520 250,830 6 110,940 34,780 34 690,580 216,050

 3 42 182 589,000 184,730 9 190,840 59,830 33 398,160 124,900

 計 463 2,894 9,277,950 2,916,974 82 1,968,090 615,991 381 7,309,860 2,300,983

     農家数 搬入量（kg） 原料代金（円） 農家数 搬入量（kg） 原料代金（円）

 種　別 金　額（円） 完熟（ｋｇ） 中熟（ｋｇ） フレコン（ｋｇ） 袋詰（ｋｇ） 合計（ｋｇ）

 現金購入 1,139,320 27,000 69,650 5,500 21,675 123,825

 ふん貯利用 451,005 1,500 25,000 8,000 4,995 39,495

 合　　計 1,590,325 28,500 94,650 13,500 26,670 163,320

堆肥の販売は、バラ売りを10月21日、袋詰堆肥を12月26日から販売を始めた。袋詰堆肥

はＪＡ伊江支店へ販売を委託して村民が購入しやすい体制を整備した。なお、ＪＡ伊江支

店での販売実績は、１月 560袋・２月 325袋・３月 500袋　合計　1,385袋となっている。

■ 堆肥販売実績

月
搬入量
（kg）

原料代金
（円）

代金払い（口座振込） ふん貯加入
農家数
 (延べ)

搬入
台数

◎ ◎

問診、視診、触診、
乳房エコー検査、

マンモグラフィ（2方向）

個別乳がん検診のご案内個別乳がん検診のご案内
少ない自己負担額で充実した検査を受けることができ

ます。ただし、検診承認証が必要ですので、福祉保健課

（医療保健センター３階）にてお申込みください。

検診内容・自己負担額及び定員

対象者 伊江村に住所を有する３０歳以上の女性
（平成25年度に個別乳がん検診を受けられた方は対象外です。）

検診場所 北部地区医師会病院

申込期間 平成26年7月28日（月）～11月14日（金）

申込場所 伊江村 福祉保健課（医療保健センター３階）

検診期間
平成26年８月５日（火）～１２月２５日（木）のうち、
火／水／木曜日の13:30から

※ 検診承認証をお持ちでない場合、自己負担額が高くなります。

お問い合わせ：福祉保健課　 Tel　49-2234／49-5000

対象年齢 30～39歳 40歳以上

1,000円 2,000円

20人 40人

検診内容

自己負担額

定　員

問診、視診、触診、
乳房エコー検査

（5） 伊江島広報



昨年４月から原料回収を始めた村堆肥センターの
１年間稼働状況は次の通りとなっています。

堆肥を入れて、土作りをして、農作物を増産しよう
牧草地へ堆肥を散布し、化学肥料を減らし、経費削減を図ろう

■ 堆肥原料の回収状況（月別）

平成25年度　堆肥センターの稼働状況平成25年度　堆肥センターの稼働状況

 4 9 91 146,600 48,513 0 0 0 9 146,600 48,513

 5 54 456 1,463,190 474,671 11 320,430 99,601 43 1,142,760 375,070

 6 39 408 1,383,900 422,900 7 312,460 100,200 32 1,071,440 322,700

 7 42 265 800,400 238,400 8 168,420 50,400 34 631,980 188,000

 8 34 219 707,250 235,150 4 117,910 36,940 30 589,340 198,210

 9 31 145 419,750 131,780 3 44,460 13,940 28 375,290 117,840

 10  41 201 639,930 201,470 7 85,270 26,720 34 554,660 174,750

 11 38 229 790,840 247,990 5 173,150 54,310 33 617,690 193,680

 12 51 278 901,020 281,600 11 236,430 74,120 40 664,590 207,480

 1 42 194 634,550 198,940 11 207,780 65,150 31 426,770 133,790

 2 40 226 801,520 250,830 6 110,940 34,780 34 690,580 216,050

 3 42 182 589,000 184,730 9 190,840 59,830 33 398,160 124,900

 計 463 2,894 9,277,950 2,916,974 82 1,968,090 615,991 381 7,309,860 2,300,983

     農家数 搬入量（kg） 原料代金（円） 農家数 搬入量（kg） 原料代金（円）

 種　別 金　額（円） 完熟（ｋｇ） 中熟（ｋｇ） フレコン（ｋｇ） 袋詰（ｋｇ） 合計（ｋｇ）

 現金購入 1,139,320 27,000 69,650 5,500 21,675 123,825

 ふん貯利用 451,005 1,500 25,000 8,000 4,995 39,495

 合　　計 1,590,325 28,500 94,650 13,500 26,670 163,320

堆肥の販売は、バラ売りを10月21日、袋詰堆肥を12月26日から販売を始めた。袋詰堆肥

はＪＡ伊江支店へ販売を委託して村民が購入しやすい体制を整備した。なお、ＪＡ伊江支

店での販売実績は、１月 560袋・２月 325袋・３月 500袋　合計　1,385袋となっている。

■ 堆肥販売実績

月
搬入量
（kg）

原料代金
（円）

代金払い（口座振込） ふん貯加入
農家数
 (延べ)

搬入
台数

◎ ◎

問診、視診、触診、
乳房エコー検査、

マンモグラフィ（2方向）

個別乳がん検診のご案内個別乳がん検診のご案内
少ない自己負担額で充実した検査を受けることができ

ます。ただし、検診承認証が必要ですので、福祉保健課

（医療保健センター３階）にてお申込みください。

検診内容・自己負担額及び定員

対象者 伊江村に住所を有する３０歳以上の女性
（平成25年度に個別乳がん検診を受けられた方は対象外です。）

検診場所 北部地区医師会病院

申込期間 平成26年7月28日（月）～11月14日（金）

申込場所 伊江村 福祉保健課（医療保健センター３階）

検診期間
平成26年８月５日（火）～１２月２５日（木）のうち、
火／水／木曜日の13:30から

※ 検診承認証をお持ちでない場合、自己負担額が高くなります。

お問い合わせ：福祉保健課　 Tel　49-2234／49-5000

対象年齢 30～39歳 40歳以上

1,000円 2,000円

20人 40人

検診内容

自己負担額

定　員

問診、視診、触診、
乳房エコー検査

やんばる町村ファミリーサポートセンター主催

伊江村会員交流会伊江村会員交流会
暑い日が続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか？
やんばる町村ファミリーサポートセンターでは、伊江村会員交流会を開催いたします。
ファミサポの輪を広げるべく、子育て中の親同士でゆんたくしたり、家族で楽しめるワーク
ショップなどを計画中です。会員の方、会員以外の方で子育
てに興味関心のある方、子育て中の方、会員以外の方でもお
誘いあわせの上、皆さんのご参加をおまちしています。

日時：平成２６年８月１７日（日）　

場所：伊江村農村環境改善センターホール

時間：１０時３０分～１４時３０分

内容：ワークショップ・昔遊び・クッキング等

利用会員登録受付・問い合わせ・申込み先

やんばる町村ファミリーサポートセンター
電　話：０９８０－４３－０２３２
メールアドレス：h.faminet@ezweb.ne.jp

◎クッキングのみ幼稚園以上の親子で人数に限りがあるため申し込みが
必要です。その他のワークショップは当日参加ＯＫです

ファミサポ会員募集中
やんばる町村ファミリーサポートセンター
では利用会員、サポーターさん募集中です。

サポートの内容（例）

・子供のお迎えがあるけど間に合わない

・子供のサッカーの試合があるけど連れて行けない

・学校がお休みだけど仕事がある・などなど。

子育てをおえたかた、ご自身の子供と一緒に預かる事が出来る、空いた時間に子供と遊び

たい。子供が好き。などなど一緒にファミサポ活動をしませんか？

会員登録希望される方は、やんばる町村ファミリーサポートセンターまで連絡下さい。

ブログもやってまぁ～す★　http//yuimaruichi . t i -da.net/

※当日、会員登録（無料）も可能

　広島大学大学院の学生だった1964年、方言研究のた
め沖縄を訪れた際、独特の「イージマグチ」に魅せられて
伊江島を研究地に選んだ。これまでに「伊江島方言辞典」、
「いーじま五十音表」、「いーじまぐちカルタ」などを刊行。
2008年には伊江村名誉村民となる。
　伊江島方言の研究をはじめて今年で50年になる。　

 はじめまして、この度、臨床工学技士

として伊江診療所、透析センターへ着任

しました新里です。近日中には船酔いを

克服し、イージマンチュになることが目

標です。よろしくお願い致します。

１　山ぬ木守らたる神様　
２　安里五郎ぬ角力取い話
３　マーガぬ由来　　　　
４　綱越ーしぇ　　　
５　昔ぬ笑話

販売価格：１，０００円　（音声ＣＤ付き）

販　　売：教育委員会・物産センター

目次

新 人 紹 介

昭和36年生（52歳）与那原町出身

趣味・特技　趣味は野球、ゴルフ、

釣りは伊江島に来て復活しました。

新里　智（しんざとさとし）

　ナスミバエはナス科野菜の果実に被害をあたえる害虫

です。

 今年も6月以降、家庭菜園や庭のシマトウガラシ、ピー

マン、シシトウなどで被害が増える傾向にあります。

　変色するなど被害の疑いのある果実は放置せず早めに

除去し、ビニール袋等に密閉して廃棄してください。

　また、雑草のテリミノイヌホオズキは繁殖源となりま

すので、繁茂させないよう除去をお願いします。

【問い合わせ】
沖縄県病害虫防除技術センター

０９８－８８６－３８８０ テリミノイヌホオズキテリミノイヌホオズキ

ナスミバエ成虫ナスミバエ成虫
（大きさ：約７mm）（大きさ：約７mm）

ナスミバエの防除対策に
ご協力ください！
ナスミバエの防除対策に
ご協力ください！

● 生塩睦子　先生　プロフィール

伊江島の民話
いーじまぬ　んかしばなし

第１集

◆監修　生塩睦子

刊 行

伊江島広報 （6）



昨年４月から原料回収を始めた村堆肥センターの
１年間稼働状況は次の通りとなっています。

堆肥を入れて、土作りをして、農作物を増産しよう
牧草地へ堆肥を散布し、化学肥料を減らし、経費削減を図ろう

■ 堆肥原料の回収状況（月別）

平成25年度　堆肥センターの稼働状況平成25年度　堆肥センターの稼働状況

 4 9 91 146,600 48,513 0 0 0 9 146,600 48,513

 5 54 456 1,463,190 474,671 11 320,430 99,601 43 1,142,760 375,070

 6 39 408 1,383,900 422,900 7 312,460 100,200 32 1,071,440 322,700

 7 42 265 800,400 238,400 8 168,420 50,400 34 631,980 188,000

 8 34 219 707,250 235,150 4 117,910 36,940 30 589,340 198,210

 9 31 145 419,750 131,780 3 44,460 13,940 28 375,290 117,840

 10  41 201 639,930 201,470 7 85,270 26,720 34 554,660 174,750

 11 38 229 790,840 247,990 5 173,150 54,310 33 617,690 193,680

 12 51 278 901,020 281,600 11 236,430 74,120 40 664,590 207,480

 1 42 194 634,550 198,940 11 207,780 65,150 31 426,770 133,790

 2 40 226 801,520 250,830 6 110,940 34,780 34 690,580 216,050

 3 42 182 589,000 184,730 9 190,840 59,830 33 398,160 124,900

 計 463 2,894 9,277,950 2,916,974 82 1,968,090 615,991 381 7,309,860 2,300,983

     農家数 搬入量（kg） 原料代金（円） 農家数 搬入量（kg） 原料代金（円）

 種　別 金　額（円） 完熟（ｋｇ） 中熟（ｋｇ） フレコン（ｋｇ） 袋詰（ｋｇ） 合計（ｋｇ）

 現金購入 1,139,320 27,000 69,650 5,500 21,675 123,825

 ふん貯利用 451,005 1,500 25,000 8,000 4,995 39,495

 合　　計 1,590,325 28,500 94,650 13,500 26,670 163,320

堆肥の販売は、バラ売りを10月21日、袋詰堆肥を12月26日から販売を始めた。袋詰堆肥

はＪＡ伊江支店へ販売を委託して村民が購入しやすい体制を整備した。なお、ＪＡ伊江支

店での販売実績は、１月 560袋・２月 325袋・３月 500袋　合計　1,385袋となっている。

■ 堆肥販売実績

月
搬入量
（kg）

原料代金
（円）

代金払い（口座振込） ふん貯加入
農家数
 (延べ)

搬入
台数

◎ ◎

問診、視診、触診、
乳房エコー検査、

マンモグラフィ（2方向）

個別乳がん検診のご案内個別乳がん検診のご案内
少ない自己負担額で充実した検査を受けることができ

ます。ただし、検診承認証が必要ですので、福祉保健課

（医療保健センター３階）にてお申込みください。

検診内容・自己負担額及び定員

対象者 伊江村に住所を有する３０歳以上の女性
（平成25年度に個別乳がん検診を受けられた方は対象外です。）

検診場所 北部地区医師会病院

申込期間 平成26年7月28日（月）～11月14日（金）

申込場所 伊江村 福祉保健課（医療保健センター３階）

検診期間
平成26年８月５日（火）～１２月２５日（木）のうち、
火／水／木曜日の13:30から

※ 検診承認証をお持ちでない場合、自己負担額が高くなります。

お問い合わせ：福祉保健課　 Tel　49-2234／49-5000

対象年齢 30～39歳 40歳以上

1,000円 2,000円

20人 40人

検診内容

自己負担額

定　員

問診、視診、触診、
乳房エコー検査

やんばる町村ファミリーサポートセンター主催

伊江村会員交流会伊江村会員交流会
暑い日が続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか？
やんばる町村ファミリーサポートセンターでは、伊江村会員交流会を開催いたします。
ファミサポの輪を広げるべく、子育て中の親同士でゆんたくしたり、家族で楽しめるワーク
ショップなどを計画中です。会員の方、会員以外の方で子育
てに興味関心のある方、子育て中の方、会員以外の方でもお
誘いあわせの上、皆さんのご参加をおまちしています。

日時：平成２６年８月１７日（日）　

場所：伊江村農村環境改善センターホール

時間：１０時３０分～１４時３０分

内容：ワークショップ・昔遊び・クッキング等

利用会員登録受付・問い合わせ・申込み先

やんばる町村ファミリーサポートセンター
電　話：０９８０－４３－０２３２
メールアドレス：h.faminet@ezweb.ne.jp

◎クッキングのみ幼稚園以上の親子で人数に限りがあるため申し込みが
必要です。その他のワークショップは当日参加ＯＫです

ファミサポ会員募集中
やんばる町村ファミリーサポートセンター
では利用会員、サポーターさん募集中です。

サポートの内容（例）

・子供のお迎えがあるけど間に合わない

・子供のサッカーの試合があるけど連れて行けない

・学校がお休みだけど仕事がある・などなど。

子育てをおえたかた、ご自身の子供と一緒に預かる事が出来る、空いた時間に子供と遊び

たい。子供が好き。などなど一緒にファミサポ活動をしませんか？

会員登録希望される方は、やんばる町村ファミリーサポートセンターまで連絡下さい。

ブログもやってまぁ～す★　http//yuimaruichi . t i -da.net/

※当日、会員登録（無料）も可能

　広島大学大学院の学生だった1964年、方言研究のた
め沖縄を訪れた際、独特の「イージマグチ」に魅せられて
伊江島を研究地に選んだ。これまでに「伊江島方言辞典」、
「いーじま五十音表」、「いーじまぐちカルタ」などを刊行。
2008年には伊江村名誉村民となる。
　伊江島方言の研究をはじめて今年で50年になる。　

 はじめまして、この度、臨床工学技士

として伊江診療所、透析センターへ着任

しました新里です。近日中には船酔いを

克服し、イージマンチュになることが目

標です。よろしくお願い致します。

１　山ぬ木守らたる神様　
２　安里五郎ぬ角力取い話
３　マーガぬ由来　　　　
４　綱越ーしぇ　　　
５　昔ぬ笑話

販売価格：１，０００円　（音声ＣＤ付き）

販　　売：教育委員会・物産センター

目次

新 人 紹 介

昭和36年生（52歳）与那原町出身

趣味・特技　趣味は野球、ゴルフ、

釣りは伊江島に来て復活しました。

新里　智（しんざとさとし）

　ナスミバエはナス科野菜の果実に被害をあたえる害虫

です。

 今年も6月以降、家庭菜園や庭のシマトウガラシ、ピー

マン、シシトウなどで被害が増える傾向にあります。

　変色するなど被害の疑いのある果実は放置せず早めに

除去し、ビニール袋等に密閉して廃棄してください。

　また、雑草のテリミノイヌホオズキは繁殖源となりま

すので、繁茂させないよう除去をお願いします。

【問い合わせ】
沖縄県病害虫防除技術センター

０９８－８８６－３８８０ テリミノイヌホオズキテリミノイヌホオズキ

ナスミバエ成虫ナスミバエ成虫
（大きさ：約７mm）（大きさ：約７mm）

ナスミバエの防除対策に
ご協力ください！
ナスミバエの防除対策に
ご協力ください！

● 生塩睦子　先生　プロフィール

伊江島の民話
いーじまぬ　んかしばなし

第１集

◆監修　生塩睦子

刊 行
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H25.3.31　（円）

H24.3.31　（円）

H25.3.31　（円）

H24.3.31　（円）

財務4表とＢＳとＰＬ編財務4表とＢＳとＰＬ編財務4表とＢＳとＰＬ編
パート１

伊江家　家計簿　 （村民一人当たり財務書類）伊江家　家計簿　 （村民一人当たり財務書類）伊江家　家計簿　 （村民一人当たり財務書類）【H24とH23決算比較】【H24とH23決算比較】【H24とH23決算比較】
※住民基本台帳の年度末人口より算出※住民基本台帳の年度末人口より算出※住民基本台帳の年度末人口より算出

　日常生活を営むのに72万3千円のコストがかかります。

　その内訳はお手伝いさん費用21万円、食費、光熱水費6万

２千円、家の修理9万2千円、諸経費15万7千円、仕送り

19万円等となっています。

　今後の支払準備室（支払の無い費用）で、夏のお小遣いの

備え８千円、家の経年劣化分（減価償却費）8万1千円、貸付

リスク1,000円等も見込んでのコストです。

　パート収入・臨時収入は合わせて9万1千円でした。

　村民一人当たりの資産は547万

円です。負債は86万円で、純資産

は461万円です。

　純資産とは資産と負債の差額を

いい、将来返済する必要のない正

味の財産を表します。

　家計で考えた場合、預貯金や株

式などの金融資産が101万1千

円、土地・建物・車などの非金融

資産が445万9千円で、計547万

円の資産を持っています。

　ローン残高の合計は75万2千円

でその他債務を差し引いた正味

の財産（純資産）は461万円とな

ります。

　村民一人当たりの資産は480万

６千円です。負債は80万５千円で、

純資産は400万１千円です。

　預貯金や株式などの金融資産

が96万5千円、土地・建物・車な

どの非金融資産が384万1千円

で、計480万６千円の資産を持っ

ています。

　ローン残高は63万8千円でその

他債務を差し引いた財産（純資

産）は400万１千円となります。

　日常生活を営むのに141万６千円のコストがかかります。

　その内訳はお手伝いさん費用21万1千円、食費、光熱水費

6万８千円、家の修理64万4千円、諸経費13万2千円、仕送

り45万8千円等となっています。

　うち、今後の支払い準備金は、夏のお小遣いの備え8千円、

家の経年劣化分（減価償却費）8万8千円等です。

　パート収入・臨時収入は合わせて23万2千円でした。

　生活するにあたってかかる費用と、それに使える収入を表した書類です。
　平成24年度と平成23年度を比較すると、人件費や経費、業務関連費用の金額は大きく変化は
ありません。これに対し、「家の修理」の費用と「長男への仕送り」の費用が大きく減っています。
　これにより、平成24年度の日常生活コストが大きく下がっています。

※財務4表とは：貸借対照表（BS）・行政コスト計算書（PL)・順試算変動計算書（NWM)・資金収支計算書（CF)

　期末時点で、どの程度の資産と負債があるかを表した書類です。

　平成24年度と平成23年度を比較すると、特に「家」の金額が大きく増えています。これに対応

して、純資産の金額も増えています。

　村民のみなさんが分かりやす

いように工夫しました。

　「子どもへの仕送り」は、「診療

所特別会計への繰出金」である

等、家庭のお金の出し入れと村

の財政はお金の使い道や規模

が違うので、単純には比較でき

ないことから、できるだけイメー

ジしやすいように「家計簿」に置

き換えて表現してみました。

予め、ご了承ください。

●新地方公会計財務４表について詳しい資料がほしい方は、伊江村のＨＰ「財政状況関係資料」からダウンロードしてください。 資料の場所：トップページ > 村の行政 > 行政資料 >  総務課 > 財政状況関係資料

新地方会計制度資料より

伊江島広報 （8）



H25.3.31　（円）

H24.3.31　（円）

H25.3.31　（円）

H24.3.31　（円）

財務4表とＢＳとＰＬ編財務4表とＢＳとＰＬ編財務4表とＢＳとＰＬ編
パート１

伊江家　家計簿　 （村民一人当たり財務書類）伊江家　家計簿　 （村民一人当たり財務書類）伊江家　家計簿　 （村民一人当たり財務書類）【H24とH23決算比較】【H24とH23決算比較】【H24とH23決算比較】
※住民基本台帳の年度末人口より算出※住民基本台帳の年度末人口より算出※住民基本台帳の年度末人口より算出

　日常生活を営むのに72万3千円のコストがかかります。

　その内訳はお手伝いさん費用21万円、食費、光熱水費6万

２千円、家の修理9万2千円、諸経費15万7千円、仕送り

19万円等となっています。

　今後の支払準備室（支払の無い費用）で、夏のお小遣いの

備え８千円、家の経年劣化分（減価償却費）8万1千円、貸付

リスク1,000円等も見込んでのコストです。

　パート収入・臨時収入は合わせて9万1千円でした。

　村民一人当たりの資産は547万

円です。負債は86万円で、純資産

は461万円です。

　純資産とは資産と負債の差額を

いい、将来返済する必要のない正

味の財産を表します。

　家計で考えた場合、預貯金や株

式などの金融資産が101万1千

円、土地・建物・車などの非金融

資産が445万9千円で、計547万

円の資産を持っています。

　ローン残高の合計は75万2千円

でその他債務を差し引いた正味

の財産（純資産）は461万円とな

ります。

　村民一人当たりの資産は480万

６千円です。負債は80万５千円で、

純資産は400万１千円です。

　預貯金や株式などの金融資産

が96万5千円、土地・建物・車な

どの非金融資産が384万1千円

で、計480万６千円の資産を持っ

ています。

　ローン残高は63万8千円でその

他債務を差し引いた財産（純資

産）は400万１千円となります。

　日常生活を営むのに141万６千円のコストがかかります。

　その内訳はお手伝いさん費用21万1千円、食費、光熱水費

6万８千円、家の修理64万4千円、諸経費13万2千円、仕送

り45万8千円等となっています。

　うち、今後の支払い準備金は、夏のお小遣いの備え8千円、

家の経年劣化分（減価償却費）8万8千円等です。

　パート収入・臨時収入は合わせて23万2千円でした。

　生活するにあたってかかる費用と、それに使える収入を表した書類です。
　平成24年度と平成23年度を比較すると、人件費や経費、業務関連費用の金額は大きく変化は
ありません。これに対し、「家の修理」の費用と「長男への仕送り」の費用が大きく減っています。
　これにより、平成24年度の日常生活コストが大きく下がっています。

※財務4表とは：貸借対照表（BS）・行政コスト計算書（PL)・順試算変動計算書（NWM)・資金収支計算書（CF)

　期末時点で、どの程度の資産と負債があるかを表した書類です。

　平成24年度と平成23年度を比較すると、特に「家」の金額が大きく増えています。これに対応

して、純資産の金額も増えています。

　村民のみなさんが分かりやす

いように工夫しました。

　「子どもへの仕送り」は、「診療

所特別会計への繰出金」である

等、家庭のお金の出し入れと村

の財政はお金の使い道や規模

が違うので、単純には比較でき

ないことから、できるだけイメー

ジしやすいように「家計簿」に置

き換えて表現してみました。

予め、ご了承ください。

●新地方公会計財務４表について詳しい資料がほしい方は、伊江村のＨＰ「財政状況関係資料」からダウンロードしてください。 資料の場所：トップページ > 村の行政 > 行政資料 >  総務課 > 財政状況関係資料

新地方会計制度資料より
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※記録については予選・決勝で記録の良かった方を記載いしています。
※各種目上位２位までの選手（７名）は８月７日（木）・８日（金）に長崎県総合運動公園陸上競技場で開催される「第36回九州中学校陸
上競技大会」へ県代表として出場しますので応援よろしくお願いします。

江村青年会ビーチ清掃

　名古屋市に本部を置き活動しているフラ教室「アロハ
南サークル」に通う生徒105人が6月27日に伊江村を訪
れ、分教室「アロハ南サークルKUUイエジマ」とフラ共演
で交流しました。「アロハ南サークル」は名古屋市を拠点

に100教室を展開し、平均年齢65歳、約1300人の生徒が
通っています。伊江村でインストラクターを務める長嶺
美保子さんが、約3年前まで名古屋市に在住しサークル
に通っていたことから今回の交流が実現しました。サー
クル代表の近藤しげ美代表は「今後もフラを通して伊江
島の皆さんと交流を続けていきたい」と話しました。

　第55回職域バレーボール大会が6月15日、伊
江中学校で開催されました。村内の各職場から
男子10チーム、女子5チームが参加し、職場の
親睦を深めました。男子は役場Aチームが2年ぶ
りの優勝、女子は役場が2連覇を果たし、5年ぶ
りのアベック優勝となりました。

　伊江島のビーチをもっともっと綺麗に！！
　伊江村青年会（大城義幸会長）は6月29日、伊江ビーチ
にて「ちゅら海クリーン作戦」を実施しました。砂浜には
細かいゴミや流木などが漂着しており、会員約40名で２
ｔトラック3台分のゴミを回収しました。その後、旧盆巡

回エイサーに向けての結団式を行い、青年会員の士気を
高めました。今年の旧盆巡回エイサーは8月8日、9日を
予定しています、エイサー練習は毎週月、水、金の3日間、
午後7時から伊江港車両待機場にて行っています。村民
皆様のご理解とご協力よろしくお願いします。

　伊江村役場で保健師として勤務する宮里裕子さんが、
国際協力機構（ＪＩＣＡ）の日系社会シニアボランティア
として南米ボリビアに派遣されるのを前に、島袋秀幸村
長を訪ね、抱負などを語りました。
　宮里さんは大阪府出身で2006年に村の保健師で採用
され、高齢者の介護予防や保健指導に携わってきました。
現職の参加として７月から16年３月までの１年９ヶ月
間、派遣先のコロニア・オキナワで活動します。宮里さん
は「ボリビアへの移民の多くは沖縄県民であることを知

り、移住した方の保健活動のお手伝いをしたいと思った。
現地では高齢化社会に伴う介護予防や高齢者福祉サービ
ズの充実、生活習慣病の予防が課題となっている。関係者
や地域住民と協議しながら、これまでの実践経験を生か
して活動を展開したい」と語りました。　島袋村長は「遠
い地での活動は不安
もあると思うが、体に
は気をつけてこれま
で経験したことを十
分に発揮してほしい」
を激励しました。

第67回 全国高校総体南九地区予選大会結果 平成26年6月12（木）～6月15日（日）沖縄市コザ運動公園陸上競技場

平成26年7月12（土）～13日（日）
沖縄市陸上競技場第34回 沖縄県夏季中学陸上競技大会結果 

男子総合得点 27点 ４位（61校中） 　女子総合得点 21点 ６位（55校中） 　男女総合得点 48点 ４位（75校中）

安里晃也（３）

阿波根朱里（２）

氏名（学年）

石新航洋（３）

島袋大和（３）

玉城佳子（３）

順位

決勝５位

決勝３位

決勝７位

予選６位

決勝21位

種目

男子棒高跳

男子400ｍＲ（1走者）

男子走幅跳

男子１００ｍ

女子走幅跳

記録

４ｍ３０

４１”８２

６ｍ７３

１１”４０

４ｍ６７

記録

２３”４０

１１”７３

１３”３６

１３”８９

４’４９”０５

１２”８７

１１ｍ０６

９ｍ１４

２’１３”９９

所属名

南風原

中部商業

球陽

島袋大夢（１）

根路銘太希（１）

新川ゲイブリエル優雅（３）

大城紗也（２）

阿波根昌之（３）

氏名（学年）

九州大会出場

九州大会出場

九州大会出場

順位

１位

３位

１位

６位

３位

５位

７位

７位

８位

１位

種目

共通２００ｍ

共通１００ｍ

低学年８０ｍＨ

２年１００ｍ

１年１５００ｍ

１年１００ｍ

共通砲丸投

共通砲丸投

共通８００ｍ

低学年４００ｍＲ ５３”５５
荻堂遥夏(2)（予１走者）　中真怜美(2)（決１走者）

山城もとか(1)（予・決２走者）　名嘉真花梨(1)（予・決３走者）
阿波根朱里(2)（予・決４走者）　島袋八海(1)

※各種目の6位入賞者は7月30日（水）～8月3日（日）に山梨県の山梨中銀スタジアムで開催される全国高校総体へ県代表として出場します。 

職

フ

伊

リビア派遣ボ

ラ共演で交流

男子2位  役場C    3位公貨
女子2位  教員連合  3位JA
最優秀選手賞　男子  玉城正朝　女子  大城香

域バレーボール大会

伊江島広報 （10）



※記録については予選・決勝で記録の良かった方を記載いしています。
※各種目上位２位までの選手（７名）は８月７日（木）・８日（金）に長崎県総合運動公園陸上競技場で開催される「第36回九州中学校陸
上競技大会」へ県代表として出場しますので応援よろしくお願いします。

江村青年会ビーチ清掃

　名古屋市に本部を置き活動しているフラ教室「アロハ
南サークル」に通う生徒105人が6月27日に伊江村を訪
れ、分教室「アロハ南サークルKUUイエジマ」とフラ共演
で交流しました。「アロハ南サークル」は名古屋市を拠点

に100教室を展開し、平均年齢65歳、約1300人の生徒が
通っています。伊江村でインストラクターを務める長嶺
美保子さんが、約3年前まで名古屋市に在住しサークル
に通っていたことから今回の交流が実現しました。サー
クル代表の近藤しげ美代表は「今後もフラを通して伊江
島の皆さんと交流を続けていきたい」と話しました。

　第55回職域バレーボール大会が6月15日、伊
江中学校で開催されました。村内の各職場から
男子10チーム、女子5チームが参加し、職場の
親睦を深めました。男子は役場Aチームが2年ぶ
りの優勝、女子は役場が2連覇を果たし、5年ぶ
りのアベック優勝となりました。

　伊江島のビーチをもっともっと綺麗に！！
　伊江村青年会（大城義幸会長）は6月29日、伊江ビーチ
にて「ちゅら海クリーン作戦」を実施しました。砂浜には
細かいゴミや流木などが漂着しており、会員約40名で２
ｔトラック3台分のゴミを回収しました。その後、旧盆巡

回エイサーに向けての結団式を行い、青年会員の士気を
高めました。今年の旧盆巡回エイサーは8月8日、9日を
予定しています、エイサー練習は毎週月、水、金の3日間、
午後7時から伊江港車両待機場にて行っています。村民
皆様のご理解とご協力よろしくお願いします。

　伊江村役場で保健師として勤務する宮里裕子さんが、
国際協力機構（ＪＩＣＡ）の日系社会シニアボランティア
として南米ボリビアに派遣されるのを前に、島袋秀幸村
長を訪ね、抱負などを語りました。
　宮里さんは大阪府出身で2006年に村の保健師で採用
され、高齢者の介護予防や保健指導に携わってきました。
現職の参加として７月から16年３月までの１年９ヶ月
間、派遣先のコロニア・オキナワで活動します。宮里さん
は「ボリビアへの移民の多くは沖縄県民であることを知

り、移住した方の保健活動のお手伝いをしたいと思った。
現地では高齢化社会に伴う介護予防や高齢者福祉サービ
ズの充実、生活習慣病の予防が課題となっている。関係者
や地域住民と協議しながら、これまでの実践経験を生か
して活動を展開したい」と語りました。　島袋村長は「遠
い地での活動は不安
もあると思うが、体に
は気をつけてこれま
で経験したことを十
分に発揮してほしい」
を激励しました。

第67回 全国高校総体南九地区予選大会結果 平成26年6月12（木）～6月15日（日）沖縄市コザ運動公園陸上競技場

平成26年7月12（土）～13日（日）
沖縄市陸上競技場第34回 沖縄県夏季中学陸上競技大会結果 

男子総合得点 27点 ４位（61校中） 　女子総合得点 21点 ６位（55校中） 　男女総合得点 48点 ４位（75校中）

安里晃也（３）

阿波根朱里（２）

氏名（学年）

石新航洋（３）

島袋大和（３）

玉城佳子（３）

順位

決勝５位

決勝３位

決勝７位

予選６位

決勝21位

種目

男子棒高跳

男子400ｍＲ（1走者）

男子走幅跳

男子１００ｍ

女子走幅跳

記録

４ｍ３０

４１”８２

６ｍ７３

１１”４０

４ｍ６７

記録

２３”４０

１１”７３

１３”３６

１３”８９

４’４９”０５

１２”８７

１１ｍ０６

９ｍ１４

２’１３”９９

所属名

南風原

中部商業

球陽

島袋大夢（１）

根路銘太希（１）

新川ゲイブリエル優雅（３）

大城紗也（２）

阿波根昌之（３）

氏名（学年）

九州大会出場

九州大会出場

九州大会出場

順位

１位

３位

１位

６位

３位

５位

７位

７位

８位

１位

種目

共通２００ｍ

共通１００ｍ

低学年８０ｍＨ

２年１００ｍ

１年１５００ｍ

１年１００ｍ

共通砲丸投

共通砲丸投

共通８００ｍ

低学年４００ｍＲ ５３”５５
荻堂遥夏(2)（予１走者）　中真怜美(2)（決１走者）

山城もとか(1)（予・決２走者）　名嘉真花梨(1)（予・決３走者）
阿波根朱里(2)（予・決４走者）　島袋八海(1)

※各種目の6位入賞者は7月30日（水）～8月3日（日）に山梨県の山梨中銀スタジアムで開催される全国高校総体へ県代表として出場します。 

職

フ

伊

リビア派遣ボ

ラ共演で交流

男子2位  役場C    3位公貨
女子2位  教員連合  3位JA
最優秀選手賞　男子  玉城正朝　女子  大城香

域バレーボール大会
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夏休み期間運航表
平成26年7月19日（土）～8月31日（日）

平成26年9月1日（月）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。

旧盆運航表（旧暦７月15日、16日）
平成26年8月10日（日）、8月11日（月）

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

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

満１歳

儀間 真ノ丈（しんのじょう）くん
性別：男
生年月日：平成25年7月30日生
父：儀間　真二
母：儀間　丹生奈
行政区：西江上
愛嬌満点丈夫な真ノ丈の友だちして
ね～。Please call me joe ！！

蔵下 來愛瑠（らえる）ちゃん
性別：女
生年月日：平成25年7月29日生
父：蔵下　晴樹
母：蔵下　樹理
行政区：川平
愛嬌たっぷりの來愛瑠♡姉ねぇ達に
可愛がられウーマクーに成長中！！
やさしい女の子になってね♥

松川 陽大（ようだい）くん
性別：男
生年月日：平成25年7月24日生
父：松川　一樹
母：松川　幸美
行政区：西江前
食欲いっぱい元気いっぱいの
次男君、成長が楽しみです。　

大兼久 未莉（みり）ちゃん
性別：女
生年月日：平成25年7月31日生
父：大兼久　典良
母：大兼久　恵
行政区：東江前
クルクル頭が特徴でかわいい笑顔の
みり！！ゆっくり大きく成長してね。

小橋川 楠（だん）くん
性別：男
生年月日：平成25年7月3日生
父：小橋川　巌
母：小橋川　鈴香
行政区：西崎
元気いっぱいたくましく
スクスクそだて～！！

東江 きらりちゃん
性別：女
生年月日：平成25年7月12日生
父：東江　芳松
母：東江　光
行政区：東江前
明るく優しい子になってね

知念 彩太（あやた）くん
性別：男
生年月日：平成25年7月26日生
父：知念　一輝
母：知念　昂子
行政区：東江上
いつも甘えん坊の彩太くん、
お兄ちゃん、お姉ちゃんに負けない
くらい活発な男の子になーれ　

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。

伊江島広報 （12）


