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米軍爆弾処理船LCT
爆発事故被爆者慰霊祭

に散乱し、村内63名、村外39名、計102名の尊い
命が奪われ、負傷者は村内41名、村外32名、合計
73名に及びました。
二度とこのような悲惨な事故が起きないよう参列
したご遺族や、関係者の方々が黙祷や焼香を行いま
した。

昭和51年 平成8年
平成28年
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先月比

月の
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「波止場事件」と呼ばれる伊江村の波止場で起こった米軍爆弾処理船LCT爆発事故の犠牲者を悼む慰霊祭
が８月６日、伊江港内の慰霊碑前で執り行われました。
1948年８月６日午後４時過ぎに、米軍の戦後処理で未使用の爆弾や爆薬、不発弾を輸送船LCTに積み込
み遠洋に運び出す作業中、荷崩れをおこした爆薬・爆弾が暴発炎上して、不幸にも連絡船の入港と重なり、
船員や下船中の乗客、出迎えに居合わせた人々など多くの方々を巻き込んだ大惨事となりました。
爆発音は島内に響きわたり、島の上空を黒煙で覆
村の世帯数と人口の比較（７月31日現在）
い尽くし、真っ赤に焼けた破片は周辺の民家や原野
７
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平成２８年度

奨学金貸与生の後期募集について
伊江村人材育成会では、優れた学生及び生徒であって、経済的な理由により高等
学校、大学、専門学校等への就学が困難な者に対し学資の安定的な貸与を行い、就
学を奨励することを目的として、平成28年度奨学金貸与生の後期募集を行います。

●貸与生の資格
①
②

伊江村に居住（一時的な居住は除く）している者又は本籍を有する者の子。
学校教育法に定める高等学校、大学及び大学院又はこれに相当すると認められる
学校に在学中の者。
学業・人物ともに優秀と認められる者。（学業成績の評価が中以上の者）
経済的理由により学資の支弁が困難な者。

③
④

●奨学金の貸与額等
下記の限度額内で、卒業するまでの期間貸与します。利息は無利息です。
区
分
高等学校生
専修学校・短期大学生
大学・大学院生

貸 与 額
月額 ４万円以内
月額 ５万円以内
月額 ６万円以内

●申請受付期間及び受付場所
期間：平成28年９月１日
（木）〜平成28年９月30日（金）
場所：伊江村教育委員会（４９−２３３４）

●貸与生の決定方法
伊江村人材育成会の理事会で選考し、決定します。
（※決定通知は10月上旬ごろ予定）

●申請に必要な書類（各１通）
①
②
③
④
⑤

奨学金貸与申請書（直接教育委員会にて受け取ってください）
在学証明書
学業成績証明書（在学校・出身校の様式）
戸籍謄本（役場 住民課・戸籍係）
世帯全員の所得証明書及び資産証明書（役場 住民課・税務係）
※無収入、無資産の場合も提出してください。※学生は提出不要

●その他
貸与決定通知後に誓約書、借用証書、保証人の印鑑登録証明書等の書類提出があり、
その後に正式貸与となります。最初の奨学金の交付は、10月中旬を予定しています。
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入学準備金貸与者の募集について
伊江村人材育成会では、平成２９年４月に高等学校・専修学校・短期大学・大学へ
進学を予定している生徒・学生の保護者で、入学納入金等の調達が困難な方を対象
に、審査の上、入学準備金を無利息で貸与いたします。
推薦入学等で希望校が決まり次第、申請できますのでお早めに申請してください。

●貸与資格
①
②
③
④

保護者が伊江村に住所を有していること
入学準備金の調達が困難であること （所得状況等の審査があります）
村県民税・国保税等に滞納がないこと
連帯保証人が２人いること
（村内に居住し、申請者と別生計の者で満70歳以下の者）

●準備金の貸与額
下記の限度額内で、一括貸与いたします。
区
分
高等学校
専修学校・短期大学
大
学

貸 与 額
30万円以内
40万円以内
50万円以内

※高等学校には、高等専門学校を含みます。
※専修学校は、修業年限が２年以上の専門課程が対象です。

●申請受付期間及び受付場所
（木）〜平成29年３月24日（金）
期間：平成28年９月１日
場所：伊江村教育委員会（４９−２３３４）

●申請に必要な書類（各１通）
①
②
③
④
⑤

入学準備金貸与申請書（直接教育委員会にて受け取ってください）
家庭状況調書（直接教育委員会にて受け取ってください）
戸籍謄本（役場住民課・住民係）
世帯全員の所得証明書（役場住民課・税務係）
※無収入の場合も提出してください。※学生は提出不要
合格したことが証明できるもの

●貸与金の償還方法
入学する学校の修業期間内（卒業するまで）に分割払いとする。

●その他
貸与決定通知後に借用証書、保証人の印鑑登録証明書等の書類提出があり、
その後に正式貸与となります。
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〜ＰＣＢ廃棄物の期限内処理に向けて〜
ＰＣＢを含む電気機器を保管、使用していませんか？処理期限までに処理が必要ですので再
度確認をお願いします。ＰＣＢ廃棄物を保管している事業者や施設管理者は、毎年度、ＰＣ
Ｂ廃棄物の保管及び処分の状況について、都道府県知事へ届けなければなりません。
届出を行わなかった者、虚偽の届出をした者は
６ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。

安定器等の処分期限

トランス・コンデンサの処分期限

高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分期限は、

高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分期限は、

平成34年３月31日まで

平成31年３月31日まで

国内メーカーで、昭和32年（1957年）〜
昭和47年（1972年）までに製造された
照明器具については、「安定器」に高濃度
ＰＣＢが使用された可能性があります。

国内メーカーで、昭和28年（1953年）〜
昭和47年（1972年）までに製造された
機器については、高濃度ＰＣＢが使用され
た可能性があります。

※外国製など一部の機器については該当しない
場合もあります。

※外国製など一部の機器については該当しない
場合もあります。

※詳細は各メーカーに問い合わせるか、
（一社）日本電気工業会へお問い合わせ下さい。

※詳細は各メーカーに問い合わせるか、
（一社）日本電気工業会へお問い合わせ下さい。

水銀灯器具（高天井用・道路用）

ＰＣＢ安定器を
使用した照明器具

蛍光灯器具（オフィス・教室用等）
家庭用の蛍光灯へは使用されておりません。

※【お問い合わせ】北部保健所

は
棄
投
不法 す！！
犯罪で

生活環境班

☎0980-52-2636

不法
投
絶対 棄は犯罪
にや
めま です！
しょ
う。

多くの観光客及び民泊者が訪れる伊江村で
すが、一部のモラルの低い方により不法投棄
が行われております。不法投棄発生箇所は人
目が届きにくい場所（海岸や畑・草むら）へ
投棄されることが多く見受けられます。今
月、湧出海岸西側で不法投棄が確認されまし
た。今回の不法投棄物については、空き缶や
ペットボトルなどの生活ごみ、肥料袋や大型
家電なども見つかりました。
美しい景観を形成している場所への不法投
棄は、村の観光や生活環境へも大きな影響を
与えます。
村民一人一人が環境美化へ努め、「美しい
島づくり」への積極的なご協力をお願い致し
ます。

2016年８月１日撮影 不法投棄発生写真
（場所：湧出海岸西側）

不法投棄は法律により禁止されています。
不法投棄した者には、以下の罰則が科せられます。

１．５年以下の懲役
２．1,000万円以下の罰金
（法人の場合は３億円以下の罰金）
３．１と２の併科
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平成28年度 建設労働者緊急育成支援事業

集
募
生
研修
趣

沖縄産業開発青年協会では、約４カ月間の研修期間で
足場・型枠・鉄筋、給排水・電気工事及び車両系建設機械等
６種資格を無料で習得する研修生を募集しています。

建設業において、若年就職希望者の人材育成の支援体制を整備する事が
急務となっており、多くの建設技能者を育成する。

旨

募集人数

40名

募集期間

平成28年８月１日（月）〜９月30日（金）迄

応募資格

建設業に興味のある未就労者、離転職者、新卒者、定時制高校の生徒。
※原則、年齢制限なし。

研修開始

平成28年10月５日（水）〜平成29年２月22日
（水）
無料

研 修 費

隊員
募集
趣

※食事代は自己負担（希望者のみ）

（一社）沖縄産業開発青年協会

問合せ先

一般社団法人

TEL

0980-43-2118 （担当）玉栄・米須

沖縄産業開発青年協会
沖縄産業開発青年協会では、約６カ月間の訓練で
建設機械等技術を11資格習得する、
沖縄産業開発青年隊員を募集します。

資格取得の為の建設機械等技術訓練や全寮制の共同生活等を通して
地域に役立つ青年を育成する。

旨

募集人数

60名

募集期間

平成28年８月１日（月）〜９月30日（金）迄

応募資格

義務教育を修了した15歳以上32歳未満の男女。
心身健全で共同生活を守れる者。

応募方法

応募書類を青年協会に問い合わせていただくか、
青年協会ホームページからダウンロードし、必要書類を青年協会へ提出。
（一社）沖縄産業開発青年協会

問合せ先

TEL

0980-43-2118 FAX 0980-43-2505

消 防 設 備 士 試 験
試

験

日

平成２８年１０月３０日
（日）

試験の種類

甲種（特類、第１類〜第５類）、乙種（第１類〜第７類）

試 験 会 場

琉球大学、宮古工業高等学校

願書受付期間

平成２８年９月２３日（金）から９月３０日（金）まで

願書配布先

各消防本部予防課、沖縄県宮古事務所総務課
沖縄県八重山事務所総務課、消防試験研究センター沖縄県支部

※電子申請できます。詳しくはホームページをご覧下さい！！
ホームページ ： http://www.shoubo-shiken.or.jp

願書提出先
お問合せ先

（一財）消防試験研究センター沖縄県支部
〒９００−００２９ 那覇市旭町１１６−３７ 自治会館６階

ＴＥＬ：０９８−９４１−５２０１

伊江島広報

気をつけよう‼
海 の キケン生 物

万一、被害にあった場合は、応急処置をし、診療所へ行きましょう。
呼吸や心臓が止まってしまった場合には、すぐに
人工呼吸、心臓マッサージを行い診療所へ運んでください。

シ
エボ
ノ
オ
カツ

ゲ
クラ

ハブ

応急
処置

刺された部分はこすらず、
酢をたっぷりかけて触手を
取り除いた後に、氷や冷水
で冷やしてください。

ゼ
オコ
マ
ダル
オニ

応急
処置

こすらず、海水で触胞球や触
手を洗い流し、氷や冷水で冷
やしてください。酢は使わな
いでください。

ゴ
カサ
ノ
ミ

ガゼ
ガン

40〜45度程度のお湯に、30〜60分つけてください。
やけどには注意してください。

イ
ナガ
イ
ボ
アン

応急
処置

応急
処置

ヘビ
ウミ

コ
ンダ
モ
ウ
ヒョ

毒をしぼり出しながら、早急に診療所へ運んでください。
口では吸い出さないでください。
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東江前第１地区

畑地かんがい用
給水栓
暫定使用開始の
お知らせ

※暫定使用できる地域
グスク溜池

復帰１号溜池
東江前溜池

マタ溜池

セット指針

● 操作方法 ●

①

セットツマミを軽く押し込み矢印の方向に回
し、希望散水量にセットします。

②

希望散水量が流れると、ダイヤルが０（ゼロ）
点に戻り、自動的に散水終了します。

③

途中で散水を終了したい場合はセット指針を０
（ゼロ）点まで戻すと、散水は終了します。

④

作動不良（水が止まらない等）の場合は、バタ
フライ弁を閉めて散水を止めて下さい。

セットツマミ

ターニングバルブ

○使用方法は給水栓ＢＯＸに説明書を
備え付けますので、ご確認下さい。
※操作誤りでの無駄なかん水による、作物被害は
「自己責任」です。また、隣接畑への作物被害が発
生した場合は、農家間で解決していただきます。

バタフライ弁

○詳しくは農林水産課まで。 ☎ 49-3161

自動車の点検・整備の
確実な実施について
自動車の使用者は、自動車の不具合による交通事故や公害の防止を図る観点か
ら、自動車の適切な保守管理及び点検・整備（日常点検・定期点検等）を実施する
ことが義務となっています。
内閣府沖縄総合事務局では、自動車の使用者に自動車の点検・整備を確実に実施
して頂くため、本年も９月と１０月の２ヶ月間を自動車点検整備推進強化月間と定
め、関係機関及び団体の協力のもと「自動車点検整備推進運動」を実施します。
「人と車と環境の調和がとれた車社会」を形成するためには、自動車の使用者一
人一人が自己の責任において、日頃から自動車の保守管理を確実に実施することが
大切です。自動車使用者の皆さまのご理解とご協力をお願い致します。

【お問い合わせ先】内閣府沖縄総合事務局運輸部車両安全課

ＴＥＬ：098-866-1837 ＦＡＸ：098-860-2369
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平成28年度 伊江村 住民健診のご案内
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※平成28年度の住民健診日程は10月12日
（水）～10月21日
（金）
です。
※対象地区・会場・受付時間の詳細は下記のとおりです。
※村民なら、16歳の方から受診できます。

日付

曜日

対象地区

会場

日付

曜日

対象地区

会場

10月11日

火

企業健診（社会保険加入者）

東江上公民館

10月17日

月

川平

川平公民館

10月12日

水

東江上

〃

10月18日

火

西江上

西江上公民館

10月13日

木

東江前

東江前公民館

10月19日

水

西江前

西江前公民館

10月14日

金

阿良

阿良公民館

10月20日

木

西崎

西崎公民館

10月15日

土

対象地区の日に都合が
つかない方（全村民対象）

改善センター

10月21日

金

真謝（午前）

真謝公民館

10月16日

日

対象地区の日に都合が
つかない方（全村民対象）

改善センター

受付時間 午前…9：00～11：00、午後…13：00～14：30
（但し、10月22日の真謝区においては午前中のみです）

住民健診まであと 2カ月！

今からできる

健診結果をよくする方法

今年も、10月に住民健診が実施されます！今年も受診を予定されている皆さん、今年こそ受診しよう
と考えている皆さん、最近、飲みすぎだから、食べすぎだから健診はちょっと…と思っている方も、大丈
夫です！
！ 2カ月あれば、下記の方法（生活習慣の見直し）で健診結果をいくらか良くすることができます。

体重減量

夜の糖質を減らす

糖質とは、ごはんや麺類、パン、砂糖、イモ類などのことです。体重の気になる方は、
これらを夜だけ、今食べている量の半分にしてみましょう。それだけで、健診までに１〜
２Kgの体重減につながります。また、お酒の後の糖質（ごはんや麺類）は控えましょう。

γ―GTP（血液の検査値）を下げる

休肝日をとる、飲酒量を減らす

γ―GTPとは、肝臓の細胞に含まれる酵素で、アルコールなどで肝臓の細胞が傷つくと血液の中に出て
きます。健診でγ―GTPが多いと言われた方の肝臓はかなり傷んでいることになりますが、肝臓は再生力
の強い臓器ですので、週に１〜２回、飲酒しない日（休肝日）をとる
だけで回復するといわれています。
また、１日の飲酒量の適量はビールならロング缶（500ml）１本ま 1日の適量
飲酒量
で、泡盛（水割り13度）なら１杯です。
今から休肝日をとり、飲酒量を減らすと健診に間に合いますよ。

中性脂肪（血液の検査値）を下げる

アルコール、油、糖質を減らす

中性脂肪は文字通り、血液の中の脂肪です。中性脂肪の素は、アルコール、油、糖質です。これらは体
の中で分解されて中性脂肪になりますが、多くとりすぎると中性脂肪もたくさん作られてしまい、血液ド
ロドロの原因になります。でも、大丈夫です。中性脂肪は、食べる内容や量の見直しにより、案外、短期
間で減らすことができます。飲酒量を減らす、揚げ物や炒め物など油料理ばかりでなく油を使わない和え
物などの料理も食べる、パンや果物をとる量を減らす等中性脂肪の素を減らす努力をしてみましょう。
多く摂りすぎ
ないように
注意！
２カ月で健診結果が本当に良くなるのか？と、疑問に思っている方も、まずは、お試しください！
！そして、結果を住民
健診で確かめてください！健診は悪いところを見つけるだけでなく、生活習慣の見直しの結果を確かめてみる場としても
利用しましょう。そして、健診結果が楽しみになる住民健診の受診をめざしましょう！

住民課

☎49-200２
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B型肝炎ワクチン予防接種

平成28年10月より乳児B型肝炎ワクチンの予防接種が任意接種（有料）
から
定期予防接種（無料）へ移行されます。
【接種対象者】平成28年４月以降に出生した、生後１歳に至るまでの間にある者
【接 種 回 数】生後１歳に至るまでの間（１歳の誕生日前日まで）に３回接種する。
・１回目 生後２ヵ月以降
・２回目 １回目の接種から４週間後（１ヶ月後）
・３回目 ２回目の接種から16〜20週間後（４〜５か月後）
※平成28年４月、５月、６月、７月生まれの児に関しては、10月に１回目の接種をすることが必要
となります。
定期接種日が決定しましたら、医療保健課より対象者の保護者の方へ通知いたしますので、ご確
認よろしくお願いします。
お問い合わせ：医療保健課 ☎49-5000／49-2234

中学3年生対象酒害予防教室

伊江村では、アルコール飲酒が原因となる
心身の健康障害が問題となっています。お酒
に関する正しい知識を理解し、健康的な生活習慣が身につくようにと15歳で島立ちをする中学３年生
を対象に酒害予防教室を実施しました。（医療保健課主催）
まず、沖縄県北部圏域の高校生の飲酒に関するアンケート結果か
ら、約半数近くの生徒に飲酒経験があり、お酒が身近な存在である
ことや、アルコールパッチテストでアルコールに対する自分の体質
について知ってもらいました。
次に、ASK＊認定飲酒運転防止インストラクター嶺井優美さんと
依存症家族の當間洋子さんを講師にお招きし、嶺井さんからは、未
成年はアルコール分解能力が未熟であり全身の臓器に悪影響を及ぼ
すこと、飲み続けるとアルコール依存症になりやく、依存症になる
と自分の意思でお酒のコントロールができなくなることなど身体や
こころに及ぼす影響について講話がありました。
続いて當間さんからは、アルコール依存症家族の体験談から、ひ
とりで悩まず、苦しまない、相談することが大切であると伝えてい
ただきました。
生徒たちは静かに耳を傾け、中には涙を流しながら聞く生徒もお
り、身近な問題として感じることができるとても貴重な体験を聞く機会となりました。
＊ASK…アルコールや依存性薬物問題の予防に取り組んでいるNPO団体です。

乳がん講演会

那覇西クリニック乳腺外科
診療部長 玉城研太郎医師

「乳がんってどんな病気？世界先端の
乳がん診療から学ぶ沖縄の乳がん」を
テーマに７月10日、福祉センターにて、
那覇西クリニック乳腺外科、診療部長である玉
城研太郎医師を講師にお招きし、講演会が開か
れました 。
参加者からは
「とてもわかりやすかっ
た。」「早期発見、早期治療、定期的な
検診をこころがけたい」などの声が聞
かれました。
また時事ネタを取り上げ、
芸能人の乳がんを分かりやすく説明し
たり、自分で出来る触診のやり方など
興味を引くような講演で乳がんに対す
る知識を深めることが出来ました。

伊江島広報
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第98回全国高等学校野球選手権沖縄大会
第98回全国高等学校野球選手権沖縄大会が６月18日から７月17日までの間、沖縄
セルラースタジアム那覇やコザしんきんスタジアムなどの４会場で行われました。
今大会において、伊江中学校66期生の球児らが高校３年生となって、それぞれの
高校が全国の晴れ舞台の甲子園出場を目指し試合に臨み、白熱した試合が繰り広げら
れ、各選手の活躍した姿が輝いていました。
また、甲子園出場はならなかったものの、美里工業、小禄高校がベスト４に進出を果
たしました。阿良区出身の松川剛大主将率いる美里工業高等学校は決勝戦まで勝ち進み
ましたが、激しい攻防の末、惜しくも嘉手納高等学校に敗れ準優勝を果たしました。
66期生の球児らは、中学校３年生の時に「沖縄県中学校野球選手権大会」において沖縄
県３位となった実績がある学年で、高校入学後も多くの生徒が野球部に所属しました。
各高校のユニフォーム姿で、集合写真を撮り、互いの健闘を讃え合いました。
（一列目左から）松川剛大、山城優、小波津隼太、内間大輔、松永太地
（二列目左から）藏下達希、玉城斗真、宮里明斗、知念祐坪

B&G杯第32回少年少女水泳大会

伊江村B&G海洋セン
ターが主催する「B&G
杯第32回少年少女水泳大
会」が７月16日、同セン
タープールで開催されま
した。
村内各区から選抜された
小学１年生から６年生の男女
児童らが出場し、各区代表の選
手たちは、日頃から鍛えた力を精一杯発揮し、白熱した勝負を繰り広げ、西江上区が念願の初優勝に輝きました。
大会終了後は伊江ビーチにて、児童をはじめ父母の方々と清掃活動を行い、ビーチに漂着した木々やペットボト
ル、空き缶などのゴミを拾い集め、魅力あるビーチにすることができ、有意義な日となりました。
また、同大会で上位入賞を果たした選手は、
８月３日に同センタープールで「B&G沖縄県大会（競泳）」が開催され、名
護市やうるま市などの他校の児童とも熱戦を繰り広げ、日頃の練習の成果を発揮することができた大会となりました。

ビーチ清掃活動

九州・全国大会出場決定！
！
第58回沖縄県中学校相撲競技大会準優勝の大城英寿さん（前列
左から２番目）、沖縄県中学校夏期陸上競技大会総合優勝を果たし
た陸上部の山城もとかさん（前列左）、島袋大夢さん（前列左から
3番目）、志良堂茄南さん（前列左から４番目）の九州・全国大会
出場の報告会が７月12日、役場応接室で行われました。
大城さんは、８月に開催された「九州中学校相撲競技大会」と「第
46回全国中学校相撲選手権大会」、陸上で活躍した島袋さんと志良
堂さんは「九州中学校陸上競技大会」への出場が決定しました。
名城政英副村長は「皆さんの日頃の練習成果が発揮され結びつ
いた結果だと思う。沖縄県代表として、自分の力を最大限発揮し
大会に臨んでほしい」と激励しました。
大城さんは「練習を指導してくれた指導者の皆さんや家族に感
謝し、九州・全国大会では良い結果を残せるよう精一杯頑張りた
い」と抱負を述べました。
報告終了後に、名城副村長から出場する３名へ激励金が手渡さ
れました。

沖縄地区選考会優勝を報告
今年５月の第36回九州ジュニアゴルフ選手権競技沖縄地区選考
会において、高校生男子の部で優勝を果たした伊江村出身の長嶺
勝斗さん（宜野座高校２年）が７月15日、伊江村役場の島袋秀幸村
長を訪ね優勝の報告と、九州大会出場の抱負を述べました。
島袋村長は「村民が長嶺さんの活躍を応援している。日頃の練
習の成果を発揮し、上位入賞できるよう精一杯頑張ってほしい」と
激励しました。
長嶺さんは「皆さんの期待に応えられるよう、一打に集中し、
一生懸命プレーしてきます」と抱負を述べました。
九州大会の開催前には、村川平区主催の激励ゴルフコンペが７
月４日から10日までの間に伊江島カントリークラブで開催され、
多くの参加者が長嶺さんを激励し、報告会では関係者が見守る
中、ゴルフコンペの収益の一部と村からの激励金が長嶺さんに手
渡されました。
九州大会は７月28日からの２日間に大分県で開催され、長嶺さ
んは沖縄県代表としてプレーされました。今後の大会においても
長嶺さんの活躍を大いに期待しています。
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伊江中学校教員
対象救急研修会

伊江中学校の教職員を対象に、心肺蘇生法と
AED（自動体外式除細動器）を使った職員研修会
が７月26日、伊江中学校で開かれました。
現在村役場職員として働いており、救急救命
士の資格を持つ金城成さんと前田誠也さんが研修会の講師を務め、教職員15人が参加し
て救命処置方法などを学びました。
研修会では、人形を使い傷病者の発見から周囲の手助けを呼び掛け、人工呼吸後の胸骨
圧迫など一次救命処置の一連の流れの説明を受け、グループに分かれて役割分担をし、
実際に救命処置やAEDの使い方を実際に体験しました。
講師を務めた前田さんは「緊急時は現場にいる皆がパニックになる。いかに迅速かつ
的確に処置できるかが命を救うので、常に意識して取り組んでほしい」と教職員に呼び
かけました。
教員の下門健吾さんは「救命処置の流れを実際に体験することで、大変な状況がより鮮
明にイメージでき、危機感をもって臨むことができた。定期的に継続し行っていきたい」
と話しました。

伊江村青年会がメッシュへ寄付金を贈呈
毎年開催されている夏の風物詩「第38回海洋博公園花火大会」に合わせてメッシュ
サポートへの募金活動の一環として７月16日、伊江ビーチにおいて青年会による
エイサーを披露しました。
伊江ビーチには花火大会を楽しもうと各同級生や職場の仲間など、村内外から多
くの見物客が訪れていました。
花火の開始前に、青年会24名によるエイサーが披露され、大太鼓やパーランクー、三線の音色などに見物客の方々から
は、大きな拍手やアンコールの声がかかるなど大
盛り上がりを見せました。
また、今回のエイサー披露では、メッシュサポー
トへの募金呼びかけも行われ、皆さんのご協力によ
り5万4,779円の募金を集めることができました。
前田誠也青年会長と並里祥平副会長は７月23
日、メッシュサポートを訪ね、寄付金を贈呈しま
した。

第57回本部地区青少年健全育成

野球大会準優勝

第57回本部地区青少年健全育成野球大会が７月30
日と31日、本部中学校で開催されました。
一回戦は、今帰仁中学校Ｂに７対０、二回戦本部中
学校Ａに６対１で勝利しました。
決勝戦では、一進一退の攻防が続き、延長８回タイ
ブレイクまで進みましたが、激戦の末本部中学校Ｂに
５対４で惜しくも敗れました。
今大会は、
伊江中学校が３年振りに決勝戦へ進出し、
準優勝に輝くことができました。
個人賞では、敢闘賞に大城純一郎君、打撃賞２位に
蔵下慎之助君が選ばれました。
伊江中学校野球部の今後の活躍が期待されます。

寄付金を活用し大型絵本などを購入
伊江島産らっきょ
うを使用した「いえ
ぎょうざ」の売上げ
の一部が、東・中央
保育所に寄付され、
寄付金を活用し購入
した大型絵本などを
8月3日、島袋秀幸村
長らに紹介しました。
琉珉珉が製造する「いえぎょうざ」を伊江島物産セン
ターが販売し、県内のコープおきなわ各店や村内でも販
売されています。
村内でも好調な売上げをみせている「いえぎょうざ」
は、保育所の給食や学校給食に提供され人気を集めてい
ます。売上げの一部として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、今回初めて４万
7,120円が寄付されました。両保育所では寄付金を活用
し大型絵本や手袋シアターを購入し、島袋村長と伊江島
物産センターの新城良和社長に紹介をして、購入した品
を披露するなど園児や関係者らで楽しみました。
両保育所の所長と園児らは、島袋村長と新城社長に方
言で「ニフェーヤービタン（ありがとうございました）」
とお礼をしました。

歳

満１

山上 直人（なおと）くん

大城 琳菜（りんな）ちゃん

性別：男
生年月日：平成27年８月１日生
父：山上 直紀
母：山上 春奈
行政区：川平区
心も体もでっかく！粘り強く優しい
子に育ちますように。高校生になっ
たら甲子園に連れてって！

性別：女
生年月日：平成27 年８月12日生
父：大城 春喜
母：大城 由香利
行政区：東江上区
笑顔のカワイイりんなちゃん。
お姉ちゃん、
お兄ちゃん達に負けない
くらい活発な女の子になーれ♡

離島住民割引運賃カードの更新は
お済みですか？

蔵下 瑠倖（るいき）くん
性別：男
生年月日：平成27年８月26日生
父：蔵下 晴樹
母：蔵下 樹理
行政区：川平区

QRコード入ってますか？
カードにＱＲコードが入っていな
いと運賃割引が受けられません。
また、運賃の割引が受けられるの
は１日１回 です。
お問合せ先

初メンズにまんぶり中 (^o^)
お姉ちゃん達に負けないように
逞しくな〜れ〜！！

第36回全国中学生人権作文コンテスト
◆目的◆
次代を担う中学生の皆様
に作文を書くことを通じ
て、人権尊重の重要性、
必要性について理解を深
め、豊かな人権感覚を身
につけていただくことを
目的としています。
◆応募◆
村内在住・在学の中学生

◆テーマと内容
テーマは自由です。友
達同士の対話、家庭での
できごと、高齢者とのか
かわり、差別に接したこ
と、平和問題や環境問題
について体感したことな
どを通じ、基本的人権を
守る必要性について考え
たことなどをテーマにし
てください。

◆枚数等
400字詰原稿用紙
５枚以内
◆応募締切
８月29日
（月）

思い つたえよう
心をつなぐ
メッセージ

◆問合せ先
役 場 総 務 課
49-2001

応募してね
(^^♪
平成28年度
「道路ふれあい月間」推進標語

平成28年度道路ふれあい月間
毎年８月を「道路ふれあい月間」として、道路を利用する皆さんに、道路とふ
れあい、道路の役割や重要性を改めて認識していただき、道路を広く、美しく、
安全に利用していただくため、道路の正しい利用の啓発等の各種活動を推進して
います。

★道路は通行のための空間です！ルールを守り安全に利用しましょう。
★道路はきれいに使いましょう。

集
募
品
作

総 務 課 0980-49-2001
公営企業課 0980-49-2255

【小学生の部】
「友だちと げんきいっぱい
【中学生の部】
「道きれい そんな所は
【一般の部】
「ありがとう

歩こうよ」

生きる力を

人きれい」
くれる道」

御 寄 附 御 礼

香典返し

香典返し

︻人材育成会︼
●有限会社 明城建設
一般寄付として
●西江上六六番地の一
知念 和幸様より
故 母 知念ハル様
●川平一五七番地
大城 重義様より
故 父 大城重盛様

香典返し

香典返し

紙面を借りて御礼申し上げます

︻社会福祉協議会︼
●西江上六六番地の一
知念 和幸様より
故 母 知念ハル様
●川平一五七番地
大城 重義様より
故 父 大城重盛様

年金相談の
予約承り中

年金受給相談はお電話での予約が便利です。
名護年金事務所へご用の方はまずはお電話で予約
をしましょう。待ち時間の短縮になります。
☎52-2522
名護年金事務所

お客様相談室（自動音声案内）

