
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 （9月30日現在）
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　第64回伊江村陸上競技大会が９月14日に伊江小学校グラウンドで行われ、西江前区が13年ぶり６回目の総合優勝を果たし

ました。

　大会新記録では、西崎区の崎浜絵美選手が女子３㎞（11分9秒21）、西江前区の仲村愛里選手が30代女子100ｍ（13秒８）、

川平区の（山口峰昌・石新航洋・石新優・上間雄成）４選手が一般男子400ｍリレー（47秒８）が樹立されています。また、中学生

男子100ｍの橋口翔選手（11秒２：川平区）、中学生共通女子800ｍの宮城菜々美選手（２分43秒４：西江上区）、中学男女共通

600ｍリレー（大城りいあ・宮城菜々美・大城琵那・大城心・与那城沢磨・島袋翔琉）（１分22秒８：西江上区）が新記録を樹立し、

今後の活躍が期待されます。

伊江島イメージキャラクター
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第64回 伊江村陸上競技大会

西江前区13年ぶりの総合優勝！！



　西幼稚園、西小学校（宮城康人校長）の令和元
年度運動会が１０月６日、「令和初の運動会！一致
団結・元気と笑顔で世界一の栄光を！！」をスロー
ガンに開催されました。全児童による元気いっぱ
いの入場行進をかわきりに、各学年のかけっこや
赤白対抗大玉転がし、見事な旗さばきを魅せてく
れたフラッグダンスと工夫を凝らした演技を披露
しました。また、幼稚園児（ひまわり組・ゆり組）
は、初めての運動会で緊張している様子でしたが、

お父さん、お母さんも一緒に参
加し元気いっぱいな姿を魅せて
くれました。
　会場には、目取真淳前校長を
始め、３月に西小学校を転勤さ
れた先生方も駆けつけ、フィナー
レの「校歌ダンス」を全児童と
会場のみなさん全体で踊り、見事に一致団結した
西っ子の運動会を魅せてくれました。

　伊江幼稚園、伊江小学校（比嘉悟校長）の令和元
年度運動会が 10 月５日、「チャレンジ！学び！笑
顔！感動の嵐をまきおこせ！力のかぎりあきらめ
ないでがんばろう、かがやけ伊江っ子―！！」を
スローガンに開催されました。運動会に向け日頃
から取り組んだ練習の成果を見ようと、保護者や
親戚、関係者など多くのみなさんが集まりました。
　当日は天気に恵まれ、児童は大粒の汗をかきな
がら、各学年での催し物や五色綱引き、伊江っ子

エイサーなどを披
露しました。最後
には、全児童によ
る「ふるさと伊江
島」が披露され、
島を想う気持ちを
一人一人が表現し、会場全体に感動をまきおこし
ました。会場から大きな拍手や声援を送られ、伊
江っ子は達成感に溢れた表情でいっぱいでした。

一致団結を魅せた 西っ子運動会

感動をまきおこした 伊江っ子運動会
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旧暦８月15日の十五夜

中央保育所の

♡おじいちゃん、おばあちゃん、ダイスキ♡

☆お月見団子作り☆

☆祖父母との集い☆

　中央保育所で、季節の行事に親しむため、旧暦 8 月 15 日の

十五夜に合わせてお月見団子作り体験をしました。保育所の先生

たちがこねた生地を園児たちが小さな手で一生懸命に丸め、上手

く出来たときには「上手にできたでしょ？」と誇らしげな様子で

した。大きいものや小さいもの、たくさんできたお団子は、きな

粉やみたらしをつけて美味しくいただきました。

　中央保育所で、敬老の日を前に『祖父母との集い』を行いました。この日を楽しみにしてくださっ
たおじいちゃんやおばあちゃん、ご家族のみなさんで園内は満員御礼でした。『おじいちゃまおばあ

ちゃま』の歌で始まり、テラスでは園児たちによるお遊戯やエイサー、
退職された先生方による歌や読み聞かせを楽しみました。恒例の“も
ぐもぐタイム”では、かき氷やぜんざい、ポップコーンなどの園児た
ちが大好きなおやつが振る舞われ、おじいちゃんおばあちゃんと美味
しくいただきました。その後は、一緒に面当てや風船釣りなどのゲー
ムを楽しみました。宮城悦子所長は「ご来場のみなさんを笑顔にして
くれる子ども達の力って本当に素晴らしいです。これからもこの魅力
をどんどん伸ばしていきたい」と話しました。

　昨今の保育士不足を解消するために力を貸して
くれたのは、保育所を退職された先生方です。誰
もが「私たちができるかね～」「体力的にすみれ
組（0 歳児）を担当するので精一杯よ」と言いな
がらもハツラツと働いている頼もしい姿を後輩た
ちに魅せてくれています。通称“おばあちゃん先
生”が揃うと、自然に島くとぅばが飛び交い、園
児たちは知らずうちに耳慣れしているようです。

『祖父母との集い』では、島のわらべうた『みん
なぬ　めぇぬうた』や紙芝居『ミーバイとタッ
チュー』を方言で読み聞かせして頂きました。
　自分の孫をみるように大切に保育をしてくれ
て、園児たちは安心しながら保育所生活を送って
います。また、後輩の保育士たちは愛情たっぷり
の温もりある保育を学んでいます。

GTOグレートなおばぁちゃん先生たち
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　新しい年号「令和」が始まり、記念す

べき最初の 100 歳を迎えた内間喜代さ

ん（東江前区）へ島袋秀幸村長から内閣

総理大臣祝状や銀杯の進呈、沖縄県知事

祝詞と村記念品などを献寿いたしました。

　現在入所しているふさと苑にて開催さ

れた祝宴には、親戚や入所者の方々がた

くさん集まり、艶やかな衣装に身を包ん

だ喜代さんを祝福しました。島袋村長は、

「大正・昭和・平成、そして新しい元号、令和と４つの激動の時代を生き抜いてこられ

たことに敬意を表します。病を患いながらも、その困難を乗り越えられている喜代さ

んにあやかり長生きしましょう」と敬意と感謝を込めた祝意の挨拶を述べました。

　10 月４日、北部農林水産振興センター

で沖縄県指導農業士認定証授与式が行わ

れ、友寄澄子さんのこれまでの活動が称

えられ認定証が授与されました。

　友寄さんは、子ども達への体験学習や

民泊、食育活動などを通して若い世代の

担い手育成に貢献し、伊江村生活研究会

において長年にわたり会長を務め、郷土

料理学習会や視察研修、特産品開発など

に積極的に取組み地域産業の活性化に尽

力されてきました。また、同研究会を「沖

縄ふるさと百選」への認定や各種受賞へ

導いており、地域及び組織の優れた女性

リーダーとしてご活躍されていることな

どの功績が称えられました。

昭和56年 生活改善グループに加入

昭和63年 イキイキ体験コンクール農林水産大臣賞

 (伊江村生活研究会)

平成元年～平成4年　伊江村生活研究会 会長就任

平成４年 離島フェア沖縄県知事賞受賞(伊江村生活研究会)

平成８年 離島フェア特別賞受賞(伊江村生活研究会)

平成10年～現在　伊江村生活研究会 会長就任

平成11年 沖縄県生活指導士認定

平成12年 沖縄県農業改良普及事業50周年記念大会沖縄県知事賞受賞(伊江村生活研究会)

平成24年 「沖縄ふるさと百選」認定(伊江村生活研究会)・沖縄県花井品評会銅賞受賞

令和元年 沖縄県名誉生活指導士認定

≪友寄澄子さんの経歴・組織活動等≫

100歳内間喜代さん　　　 おめでとうございます！

友寄澄子さん（西江上区）

名誉生活指導士に
認定されました！
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３歳から５歳までの幼稚園、保育所を利用する子どもたち

の利用料が無償化されました。

令和元年 10月１日から

【対象者・利用料】

〇３歳から５歳までのすべての子どもたちの利用料が無償化されました。（所得制限なし）

　●幼稚園については月額上限 25,700 円まで無償です。

　● 無償化の期間は、満３歳になった後の４月１日から小学校入学前までの３年間

です。

　●食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者負担となります。

〇 ０歳から２歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料

が無償化されました。住民税課税世帯は、これまで通り、前年の所得に応じて算

定した保育料をご負担いただきます。（※）

　　　※ 保育所を利用する子どもが２人以上の世帯の負担軽減のため、現行制度を継続

し、小学校６年生までの最年長の子どもを第１子とみなし、０歳から２歳まで

の第２子は半額、第３子以降は無償です。

〇【注意！】

　 　保育所における３歳児の主食費についてもこれまで通りご負担いただきます。

〇　村独自施策として、入所者一律保育料２分の１助成を行っています。

【対象となる施設・事業】

〇幼稚園・保育所

【対象者・利用料】
〇 無償化の対象となるためには、村から「保育の必要性の認定（１号認定）」を

受ける必要があります。

〇 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額 11,300 円までの範囲で預

かり保育の利用料が無償化されました。

【対象者・利用料】

〇 無償化の対象となるためには、村から「保育の必要性の認定（１号～３号認定）」

を受ける必要があります。

〇 ３歳から５歳までの子どもたちは月額 37,000 円まで、０歳から２歳までの住民

税非課税世帯の子どもたちは月額 42,000 円までの利用料が無償化されました。

【村内の対象となる施設・事業】

〇 子育て援助活動支援事業（ファミリーサポート）

幼稚園・保育所等を利用している子どもたち

預かり保育を利用している子どもたち

認可外保育施設等を利用する子どもたち

ご不明点は

【保育所・ファミサポに関すること】
伊江村役場　福祉課　児童福祉係

TEL：49-3160

【幼稚園・預かり保育に関すること】
伊江村教育委員会　学事係

TEL：49-2334
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相談窓口 電話番号 時間

伊江村　医療保健課 0980-49-5000 8：30 ～ 17：15

北部保健所　地域保健班 0980-52-2734 8：30 ～ 17：15

おきなわ ASK（アスク）
※依存症の予防・支援団体

098-996-4096

080-9851-6729

日中、夜間も

受け付けています。

〇男女とも飲酒量が沖縄県の平均よりも多い。

〇アルコール依存症予備軍（危険な飲み方をしている方）の

　約 4 割が若い世代（40 歳未満の男性）である。

〇命に関わるほどの生活習慣病の悪化が見られる。

　（肝臓の病気、心臓の病気、高血圧、糖尿病）

〇アルコールが原因で過去 10 年間に 14 名の方が亡くなっ

　ている。亡くなった方の平均年齢は 50 歳代

〇飲酒運転

ご家族や大切な人がお酒の飲みすぎで困っていませんか？

また、ご自身で「できればお酒を減らしたい！」と感じている方、ご相談下さい。

アルコール関連問題とは、アルコール依存症だけではなく、多量飲酒や身体的・

社会的な問題を含むアルコールを原因とする諸問題の総称です。

DV・暴力 妊婦の飲酒未成年の飲酒生活習慣病
臓器の障害

アルコール依存症
多量飲酒

飲酒運転

アルコール関連問題って？

《実際にある伊江村のアルコール関連問題！》

お酒をどうにかしたい！？

「アルコール関連問題啓発週間」は、アルコール関連問題への

関心と理解を深めることを目的としています。
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うつさないために！！まずは手洗い！！

インフルエンザに関する問い合わせは　　医療保健課　49-2234・5000

　令和元年 11 月 1 日（金）からインフルエンザ予防接種が始まります。
　インフルエンザは感染力が非常に強く、乳幼児や高齢者、呼吸器疾患、循環器
疾患、糖尿尿などの持病がある方は、肺炎や脳症を引き起こす可能性があります。
　インフルエンザの予防接種を受け、発症、重症化を予防しましょう。

解熱後、症状が軽快する
まで保育所、学校、職場
は他者への感染防止の為、
医師の指示に従ってくお
休みしてください。

・外から帰ったあと
・咳やくしゃみを
　手で押さえたあと
・食事の前
・トイレのあと

・せき・くしゃみは
　ティッシュで押さえましょう！
・マスクをしましょう！
・ティッシュが無ければ
　せき・くしゃみは二の腕で！

（ 
症状がある場合は

 早めに受診しましょう ）

インフルエンザ
ウイルス

発症後 3 日目までが
最も感染力が強い

インフルエンザの
陽性反応は感染後
12 時間かかります。

免疫がつくまでに 2 週間程度かかりますので、

　12 月上旬までに接種することをおすすめします。

対象者
伊江村に住所を有する方

※乳幼児が接種を受ける場合は母子手帳を持参しましょう。

接種期間 令和元年 11 月 1 日（金）～令和 2 年 2 月 28 日（金）

接種場所 伊江村立診療所・県内の医療機関

接種回数

13 歳未満　2 回　　13 歳以上　1 回

※ ただし 13 歳以上でも持病（慢性心疾患・糖尿病・喘息・慢性閉塞性肺疾患等）

のある方は、医師の診断により 2 回の接種となる場合があります。

接種費用

伊江村立診療所で接種した場合は「無料」

その他県内医療機関等で接種した場合は「立て替え払い」

※立て替え払いの場合、医療保健課にて払い戻しの手続き

　が必要となります。

申請書類：医療機関が発行する「予防接種済証」「領収書」

　　　　　「本人または保護者の JA 伊江支店の通帳」

申請場所：医療保健センター 3 階

インフルエンザの 予防接種 を受けましょう！

●インフルエンザの症状について

●インフルエンザの感染防止について

感染  約１～３日　発症  約１～３日    約１週間  　軽快

● 38℃以上の高熱　

●せき

●関節痛、筋肉痛、頭痛

●のどの痛み

●全身倦怠感、食欲不振

●鼻水 

　などの全身症状
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2019年10月から、消費税率（消費税率＋地方消費税率）は、

次のように引上げられます。

消費税・地方消費税についての
大切なお知らせです
消費税・地方消費税についての
大切なお知らせです

事業 者の皆さん、
軽 減 税 率制度の準備はお 済みですか？

へ

引上げ分の地方消費税収入は、
全て、子育てや医療・介護など、
地域における社会保障のために
使われます。

10
月
か
ら

7.8%6.3%

2.2%1.7%

10月から
消費税・

地方消費税は

ひとりひとりのために

引上げ分は、

地方消費税

消費税

地方消費税

消費税

10%8%
現

行

　売上げや仕入れについて、取引ごとの税率

により区分経理を行うことや、区分記載請

求書等を交付する必要があります。

どちらも、消費税の仕

入税額控除の適用を

受けるためには、区分

記載請求書等及び帳

簿の保存が必要です。

　仕入れ（経費）について、取引ごとの税率

により区分経理を行う等の対応が必要とな

ります。

　課税事業者との取引に際しては、課税事業者が仕入税額控除を行う等の

ため、区分記載請求書等の交付などの対応が必要になる場合があります。

対象品目の売上げ・仕入れの

両方がある課税事業者

対象品目の売上げがなくても、

対象品目の仕入れ（経費）がある課税事業者

免税事業者

引上げと同時に、軽減税率制度が実施されます

ご存じですか？「地方消費税」とその役割

軽減税率対象

標準税率対象

人の飲用又は
食用に供されるもの

（食品表示法に規定する食品）

飲食料品
ケータリング等

テイクアウト・
宅配等

外 食

酒 類
有料老人ホーム
等で行う
飲食料品の提供

一体資産 ※ 一定の一体資産は、
飲食料品に含まれます。

医薬品・
医薬部外品等

紅茶セット

Cup

事 業 者 の 皆 さ ん！

軽減税率制度は、全ての事業者の方に関係があります！

10
月
１
日
か
ら
は･･･

・請求書や帳簿などの記載のルールが変わります。（詳細は左ページ）

「酒類・外食を除く飲食料品」、「定期購読契約が締結された週２回以上発行される新聞」には、

軽減税率（８％）が適用されます。軽減税率の対象となる飲食料品の範囲は以下のとおりです。

私たちが一般に「消費税」と言っているのは、消費税（国税）と地方消費税

（都道府県税）を合計したものです。また、地方消費税収入の２分の１は、市町村

に交付されています。
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　消費税は、転嫁を通じて最終的には消費者が負担することを予定している税です。消費税の円滑かつ適正な転嫁に

ご理解とご協力をお願いします。なお、政府において事業者の皆さんに値付けなどの参考にしていただけるよう、「消

費税率の引上げに伴う価格設定について（ガイドライン）」を公表しています。

11月分　日用品

11月分　食料品

88,000

43,200

△△商事㈱

摘 要

総 勘 定 元 帳（ 仕 入 ）

税

区 分

借方

（円）

△△商事㈱

11

11

30

日

30

10%

8%

月

××年

② ① ③ ④

https://www.cao.go.jp/tenkataisaku/index.html

・都道府県・市区町村

軽減税率制度についての詳しい情報は、国

税庁ホームページ内の特設サイト「消費税

の軽減税率制度について」をご覧ください

軽減税率対策補助金については「軽減税

率対策補助金事務局」のホームページを

ご覧ください

区分記載請求書等保存方式 （※）

① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称

② 課税仕入れを行なった年月日

③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容

（軽減税率の対象品目である旨（※））

④ 課税仕入れに係る支払対価の額

転嫁対策の概要や

ガイドラインのURLは

新しい記載ルールに則った帳簿･請求書等の記載が必要です

消費税の円滑かつ適正な転嫁について、ご存じですか？

※内閣府消費税価格転嫁等相談対応室の

設置する回線です。

受付時間：
９時～17時（土日祝除く）

（令和元年９月･10月は土曜日も受付）

消費税価格転嫁等
総合相談センター

０１２０-２００-０４０ 
0570-200-123

転嫁、広告・宣伝、

価格表示、

便乗値上げ等に
関するご相談は

※独立行政法人中小企業基盤整備機構の設置する回線です。  

受付時間：9時～17時（土日祝除く）

(令和元年９月・１０月は土曜日も受付)

※国税庁の設置する回線です。

レジ補助金に

関するご相談は

軽減税率対策補助金事務局

０１２０-398-111
0570-081-222

軽減税率制度に

     関するご相談は

消費税軽減税率電話相談センター

 0120-205-553
 0570-030-456

受付時間：9時～17時（土日祝除く）

（令和元年９月・10月は土曜日も受付）

国税庁　軽減税率 検索 軽減税率対策補助金 検索
クリック!クリック!

より詳しく知りたい方は…

2019年10月1日以降、帳簿や請求書には、

これまでの記載事項に加え、

帳簿には「軽減税率の対象品目である旨」の、

請求書等には「軽減税率の対象品目である旨」及び

「税率ごとに区分して合計した税込対価の額」の

記載が必要になります。

例えば帳簿については次のような記載が必要です。

※上記の例では、「税区分」欄に８％と記載することにより、「軽減税率の対象品目である旨」を表記しています。

※2023年10月１日以降は、「適格請

求書等保存方式」（いわゆるインボイス

制度）が導入され、区分記載請求書等

の保存に代えて、適格請求書等の保存

が仕入税額控除の要件となります。な

お、適格請求書は、税務署長に申請し

て登録を受けた課税事業者（適格請求

書発行事業者）が発行できます。
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《つくってみよう！マイナンバーカード》
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ねんきん相談  実施のお知らせ

「自画撮り被害」
とは

被害の現状と
その怖さ

被害に逢わ
ないために

11月は『ねんきん月間』

ＳＴＯＰ！自画撮り！

10月は

の納付月です。

11 月はねんきん月間です。名護年金事務所から職員が来村し、

年金相談を行います。

 ・以前勤めていた会社の年金記録が見当たらない
 ・年金の繰上げ支給と繰下げ支給の年金見込額が知りたい
 ・障害年金について聞いてみたい
などのお悩みはございませんか。年金相談は下記の日程で行われ、

予約制となっておりますのでお問合せ先までご連絡ください。

青少年がSNSで知り合った人に騙されたり、
脅されたりするなどしてスマートフォンで裸
の画像などを撮影して送付させられる被害を
いいます。

《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》令和元年10月31日（木）

村県民税・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。

※口座振替の方は、再振替日を10月31日（木）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。

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

相談　ヤングテレフォン 0120-276-556

窓口　沖縄県警察 #9110 又は 098-863-9110

要求されたら必ず相談を！ ［お問い合わせ ]

沖縄県子ども生活福祉部 青少年・子ども家庭課

TEL 098-866-2174

メール aa022004@pref.okinawa.lg.jp

県内では、多い年で 15 名が被害に遭ってい
ます。相手に裸の画像を送付すると、その画
像がネット上に流され、一生心に傷を負う可
能性があります。

● ＳＮＳで知り合った人は安易に信用しない
● 要求されたら断る！撮らない！送らない！
●  子どものスマートフォンには必ずフィルタ

リングの設定を！

☆村県民税
☆国民健康保険税
☆後期高齢者医療保険料

詳しいお問合せ　住民課 ☎ 49-2002

１
・

１
・

月３
・

０
・

日は“いいみらい”の語呂合わせで年金の日

------------ 日程 ------------

１日目･･･11月19日(火)
午後１時30分～午後５時

２日目･･･11月20日(水)
午前９時～午前12時

------------ 役場 ------------

２階  中会議室　　　　

裸の画像の要求は県条例で禁止されています！

納め忘れはありませんか？
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さとうきびのほ場を確認し、疑わしい害虫を発見した場合は、速やかに問合せ先までご連絡ください。

発生が確認されている地域（※）では、農薬の散布を検討してください。

病害虫発生予察特殊報等で指定された地域では、農薬の散布、深耕すき込み　　　　　　　　　　
作業委託等に関して、さとうきび増産基金による支援があります。

（※）ツマジロクサヨトウに関する情報はこちらで確認
（http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/keneki/k_kokunai/tumajiro.html）

○問合せ先　伊 江 村 役 場 農 林 水 産 課　電話：４９ー３１６１
　　　　　　沖縄県農林水産部病害虫防除技術センター　電話：０９８ー８８６ー３８８０

農家の

　皆様へ

平成31年1月から
全ての農産物を対象に
収入減少を補てんする

収入保険は様々なリスクから
農業経営を守ります！！

様々なリスクに備えて
収入保険に加入しましょう！

が始まりました！

農業を経営する皆様へ

自然災害や鳥獣害など

で収量が下がった

倉庫が浸水して

売り物にならない 取引先が

倒産した

災害で作付不能に

なった

大丈夫、収入保険に

まかせてください！

平成31年４月１日版

農業で新しい品目の導入、販路拡大

などにチャレンジしたいんだけど、

様々なリスクがあるんだよねー。

「収入保険」

NOSAI全国連のホームページはこちら⇒

http://nosai-zenkokuren.or.jp/

各種試算は全国連HPから！

＜全国連問合せ先＞ TEL：03-6265-480

mail：syunyuhoken@nosai-zenkokuren.or.jp

青色申告を行っている農業経営者が対象です。収入保険の補償内容など詳しいことは、最寄りの農業共済組合にお問い合わせください。

けがや病気で

収穫ができない

盗難や運搬中の事故

にあった

輸出したが為替変動

で大損した

市場価格が下がった

・気流に乗って長距離移動する

・１回の産卵数は150～200個

・生涯産卵数は最大1000個

・幼虫が葉、茎、子実を食害

飛翔距離が長い、繁殖力が強い

幼虫の食害による被害

「ツマジロクサヨトウ」に注意

被害の拡大防止のため、

ツマジロクサヨトウの特徴

南北アメリカ→アフリカ→アジアへと拡大

・南北アメリカで発生以降、アフリカ、アジアまで発生

　範囲を拡大中

・アフリカでは、とうもろこしに甚大な被害

・日本では本年７月に、九州・沖縄で初めて発生を確認

・飼料用とうもろこしで多く発生しておりましたが、

　８月に夏植のさとうきびでも被害が確認されました

夏植のさとうきびで発生
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老人·婦人スポーツ大会 についてのお知らせ
　10 月 27 日（日）に開催を予定していた第 46 回老人・婦人スポーツ大会は、今年度より
村立保育所運動会と合同開催となり、下記のとおり変更となりましたのでお知らせ致します。

　第 31 回目を迎える「ツール・ド・おきなわ 2019」では、日本トップレベルのサイクルイベ
ントとして、国内トッププロ選手及び海外招待選手で争う国際ロードレース大会、老若男女の方
がご参加出来るように多数の種目設定を行っている市民サイクルスポーツ大会、小学生を対象と
した一輪車大会・保育園児を対象とした GoGo 三輪車レースの関連イベントを実施します。

国内では数少ない UCI（国際自転車競技連合）
公認の「男子チャンピオンレース。今年は海
外から海外７チームが出場予定。自転車で駆
け抜ける予想外の速さは必見の価値あり！

11 月９日（土）に約 70 名の大会参加者が本部港発９時便のフェリーで伊江島へ来島します。大
会当日は、沿道のみなさまの応援を宜しくお願いします。伊江港発 13 時便出発までの間、城山、
ハイビスカス園等の伊江村内を周るコースです。コース上に立哨員を配置し安全管理に努めます
ので、交通規制についてご理解とご協力を宜しくお願い致します。写真は 2018 年の様子です

　国税庁では、国民の皆様に租税の意義や役
割、税務行政に対する知識と理解を深めていた
だくため、1年を通じて租税に関する啓発活動
を行っています。11月11日から17日を「税
を考える週間」として、市町村・関係団体と協
力し、様々な広報広聴活動を行います。
　今年の「税を考える週間」は、テーマを「く
らしを支える税」として、税の役割や適正・公
平な課税と徴収の実現に向けた国税庁の取組等
について紹介します。

○税に関する小・中・高生の作品展示
　（書道・標語・作文）
　名護市役所ロビー
　11月11日（月）～11月15日（金）

○沖縄税理士会による無料税務相談会
　名護市役所ロビー
　11月14日（木）午後１時～午後４時（予定）

名称：令和元年度 老人·婦人·保育所大運動会

日時：令和元年10月26日（土）９時開会式

場所：ミースィ公園

日本最大級の

サイクルイベントが

やんばるで開催！！

11月11日（月）～17日（日）

やんばる路で繰りひろげられる210Kmの熱い戦い！

～１１月９日（土）・１０日（日）開催～

○連絡先　名護税務署 総務課　総務課長  上江洲　　総務係長  仲間

☎ ０９８０－５２－２９２０（自動音声案内の後に「２」を選択してください）

第31回「ツール・ド・おきなわ２０１９」

11月10日（日）は沖縄県北部地域（やんばる）で交通規制が行われます。
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性　　別：女
生年月日：平成30年10月11日生
　  父　 ：大城  達哉さん
     母    ：大城  杏奈さん
行 政 区：西江上区

愛嬌たっぷりの愛桜。色んな人からたくさん
愛情をもらい、優しい女の子に育ってね。
いつも、たくさんの笑顔をありがとう♥

大城 愛桜（おおしろ あお）ちゃん

性　　別：女

生年月日：平成30年10月６日生

　  父　 ：内田  紀央さん

     母    ：内田  美江子さん

行 政 区：東江前区

いつもニコニコ愛嬌たっぷり
元気にすくすく育ってね！

内田 夕楓（うちだ ゆうか）ちゃん

性　　別：男
生年月日：平成30年10月13日生
　  父　 ：名嘉  学さん
     母    ：名嘉  歩さん
行 政 区：川平区

いつも元気いっぱい真絃！！
にぃにぃ達と仲良く、
                 たくましく育ってね！

名嘉 真絃（なか まいと）くん

性　　別：女

生年月日：平成30年10月５日生

     母    ：島袋  千香さん

行 政 区：川平区

愛嬌たっぷりもかちゃん♥たくさん
の人に愛されてる子になぁれ！！

島袋 李海（しまぶくろ もか）ちゃん

満１歳

おめでとう!生日誕お おめでとう!生日誕お

伊江村
９月の雨量

場　所

ハイビスカス園

場　所

ハイビスカス園

備　　　　考

総 雨 量

設　置　場　所

昨　年　実　 績

ハイビスカス園 民間飛行場 西崎公民館

最高雨量

９月21日　85.0 ｍｍ

最高雨量

９月29日　132.5 ｍｍ

２５３.０ｍｍ ２０１.０ｍｍ ２５４.５ｍｍ

２７６.５ｍｍ ２４９.５ｍｍ ２１８.５ｍｍ

 １日（金） 沖縄県畜産共進会
  親子ふれあい
  西江前ミニデイ
 ２日（土） 地区駅伝大会（伊江中学校）
 ３日（日） 文化の日
  第60回村青年駅伝大会
 ４日（月） 振替休日
 ５日（火） 防火デー・沖縄県広域地震・津波避難訓練
  西崎ミニデイ
 ７日（木） 遠足・社会見学（西小学校）、修学旅行（伊江小学校・西小学校）
 ８日（金） 遠足・社会見学（伊江小学校）、修学旅行（伊江小学校・西小学校）
  東江上ミニデイ
 ９日（土） 村民俗芸能発表会
10日（日） 第25回福祉チャリティゴルフ大会スタート
11日（月） 民児協定例会
12日（火） 地区童話お話し大会
  東江前ミニデイ
13日（水） なんでも相談
  阿良ミニデイ
14日（木） やんばるの集い（運動会）

11
月
の
行
事
予
定

15日（金） 家畜セリ市 2019離島フェア（11月17日まで）
 西江前ミニデイ
17日（日） 乳幼児健診 福祉チャリティゴルフ大会最終日
19日（火） こころの相談
 川平ミニデイ
20日（水） 西江上ミニデイ
22日（金） 真謝ミニデイ
23日（土） 勤労感謝の日 アイランダー2019（11月24日まで）
 婦人会ソフトバレー
24日（日） 同窓生バレーボール大会
26日（火） 農業委員会総会 修学旅行（伊江中学校・11月29日まで）
27日（水） 育児サークル・心配ごと相談
 阿良ミニデイ
28日（木） 防風林の日、村民植樹祭
30日（土） 東保育所おゆうぎ会
 町イチ村イチ2019（12月1日まで）

　９月１１日、伊江中学校卒業生で結成する北部工業高校（現在：名護商工高校）のOB会から、

伊江中学校ロボコン同好会へ寄付金の贈呈式がありました。会長の知念利次さん、事務局

の名渡山寛さん、前会長の名嘉真郁夫さんが伊江中学校を訪問し、同好会顧問の仲里研一郎

先生へ寄付金が手渡されました。

　知念会長は「後輩たちの頑張っている姿をとても誇らしく思います。生徒たちのこれから

のさらなる活躍に、この寄付金を是非役立ててもらいたい」と話しました。仲里顧問は

「ロボコン同好会は、日頃から地域や保護者の皆さまに支えられ活動をすることができてい

ます。さらに、本校の先輩で北部工業高校 OB 会の皆さまからこの様に激励を受けて、

改めて支えられていることに嬉しく思います」と感謝の気持ちを話しました。

北部工業高校OB会より　伊江中学校ロボコン同好会へ寄付金の贈呈☆北部工業高校OB会より　伊江中学校ロボコン同好会へ寄付金の贈呈☆
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