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西江上区 農林水産大臣賞及び天皇杯を受賞！
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沖縄県庁にて玉城デニー知事へ報告しました

表彰伝達式に出席しました

吉住啓作沖縄総合事務局長より表彰状が手渡されました

月の
出生児数

2019年度農林水産祭「豊かなむらづくり全国表彰事業」で、西江上区（知念邦夫区長）が天皇杯と農林水産大臣賞
を受賞しました。西江上区は、伊江島の農業課題となっていた水不足解消のために、先駆けて1980年からかんがい
農業の導入を進めてきたことや、生産から加工製造・販売までつな
11
村の世帯数と人口の比較（11月30日現在）
げた６次産業化の推進、民泊を活用した修学旅行の受入れにもいち
昭和54年 平成11年
早く取り組むなど、農業振興を地域活性化に繋げたことが評価され
（40年前）（20年前） 令和元年 先月比
ました。
6
知念区長は「かんがい農業の導入の成果が、花卉や葉タバコ、 世帯数 1,554 2,045 2,269
2
5
島らっきょうなどの農産物の収入増加などに表れてきて、伊江島に 総人口 5,856 5,419 4,526
1
2,865 2,726 2,292
1
男
戻り農業へ挑戦する方の増加へと繋がっている。大変、嬉しいこと
です」と、喜びのあいさつをしました。
1
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沖縄イージマ チューパンジャまつり 大盛況！

12月８日、イージマチューパンジャまつり2019が改善センターで開催されました。素晴らしい天気に恵まれ、ま
つりスタートから多くの村民が訪れ、賑わいを見せていました。
改善センターのロビーでは、様々な手芸品や農産物が展示され、たくさんの来場者が足を止めて見入っていまし
た。また、読書フェスタを開催し子どもたちへ楽しい本の読聞かせや本の販売を行いました。改善センターの外会場
では、織物教室やアダン葉のリース作り体験が実施され子どもから大人まで一生懸命に挑戦していました。
特設ステージの周りでは12の飲食テナントが展開され、伊江島の素材を使用した食事や伊江島牛の串焼き、今話
題のタピオカを使用したジェラートなどが販売されました。そして、まつり恒例の野菜の詰め放題も開催され、１回
100円で20秒間の制限時間内でニンジン、ジャガイモ、タマネギを袋いっぱいに一生懸命に詰めている姿に会場中が
湧きました。
今回の特別イベントとして、伊江中学校のロボコン部による実演発表が行われ、工夫を凝らしたロボットや巧みな
操作技術は、お客さんを驚かせ注目を集めていました。
特設ステージでは、伊江中学吹奏楽部による見事な演奏や村内サークルの華麗な舞台発表、村出身の芸人、“なみ
ちゃん”と“みっち～”によるお笑いライブが行われ会場は満員御礼。そして、まつりのフィナーレは長渕剛さんの
モノマネで各地引っ張りだこの“東渕剛さん”のライブ。お客さんを巻き込んだトークや本人ソックリな素晴らしい
歌声で会場を盛上げました。

ご来場のみなさま、来年のイージマチューパンジャまつりもお待ちしております！

オープニングエイサー

今年も盛り上がりました野菜の詰め放題

テープカット

伊江中吹奏楽部によるステージイベント

伊江っ子
「ドレッシングいかがですか？」

タッちゅんも来たよ
伊江中ロボコン部

生活研究会による島の家庭料理

フリマコーナーも大盛況

会場を盛り上げます♪

西っ子 芋のお菓子を手作りしました！

地域おこし協力隊の中村さん 落花生ペーストを提供

しまマルシェも出展

ケックンのつかみ取り！

美味しいものをお買い求め
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社会教育活動賞を受賞しました！

農林水産部長賞受賞

読書フェスタで読み聞かせ

アロハ南サークル Ku'u 伊江島

書道クラブ

練習の成果！

ニーバナサークル

U'i ohana( ウイ オハナ )

伊江スポーツ少年団空手団

大取り

東渕 剛さん

表彰

織物教室

絵画コンクール 離島フェアに出品しました

石井 海音介くん
又吉 結さん

蔵下良彦さん

東江前みどりサークル

8020 & 虫歯ゼロ

ちむぐくるの楽しい手作り体験

那覇西高校生徒会長
金城空逢さん！
圧巻の棒術を披露

様々な出展に足を止める来場者

島ゆり太鼓ジュニア

ふれあいサークルあすなろ会と東江上ゆうな民踊サークル

リリー伊江島

宮里徳宏三線研究所

伊江島広報

伊江小学校
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創立140周年記念

伊江小学校（比嘉悟校長）では、創立140周
年を半年後にひかえ、児童・教職員と、記念事業
実行委員会（内間広樹会長）が連携を密にして、
事業実施に向け強力に取り組んでいます。
今年２月に結成された記念事業実行委員会で
は、学校車購入や令和２年６月14日開催の記念
式典、記念誌発刊に向け、定期的に役員会を行
い、地域ぐるみで盛り上げるため取り組んでいま
す。
11月には、140周年記念事業趣意書を78期
生（伊江中14期卒）以降の卒業生に送付し寄付
金募集をはじめました。今後は村内外の事業所等
へも趣意書を送付し記念事業への協力をお願いす
ることにしています。

内間記念事業実行委員会会長は「本校卒業生に
は各期の代表から名簿を提出していただき、それ
をもとに卒業生ひとり一人に事業趣意書を送付さ
せていただきました。本校の末永い発展のためご
理解ご協力をお願いします」と話しました。

伊江中学校PTAがダブル受賞をしました！
～優良PTA文部科学大臣表彰・日本PTA全国協議会会長表彰～
11月15日、公益社団法人日本ＰＴＡ全国協議
会主催の年次表彰式が、東京都のホテルニュー
オータニで開催され、団体において伊江中学校Ｐ
ＴＡが優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰と日本ＰＴＡ
全国協議会会長表彰のダブル受賞に輝きました。
伊江中ＰＴＡは全世帯が加入し、地域や学校行
事の運営や準備などＰＴＡ会員が全面的に協力し
ています。教職員と保護者との連携が図られ、校
内の広大な敷地の整備や作業も同会員が主体的に
活動し、学校の環境美化にも大きく貢献してきた
ことなどが評価されました。
伊江中の新垣博文校長と前ＰＴＡ会長の玉城盛
栄さんが11月19日、村役場を訪れ、島袋秀幸村
長に受賞報告をしました。島袋村長は「これまで

の積極的な活動が評価され、２つの賞を同時に受
賞したことは快挙であり大変誇りに思う」と受賞
を喜びました。玉城前会長は「常に学校に顔を出
し、よりよい学校づくりに協力した結果が評価さ
れ、ＰＴＡ会員も喜んでいる」と話しました。

伊江村 観光危機避難訓練が実施されました
平成30年度に観光客の自然災害等の危機に対
する計画として「伊江村観光危機管理計画」を策
定いたしました。計画に伴い、今年度11月に伊
江中学校体育館下に、観光防災備蓄倉庫を設置し
ています。倉庫内には観光客用の備蓄食料、飲料
水が保管されています。
そして、11月28日、村内観光関連事業者と村
役場による、観光危機避難訓練を実施しました。
教育民泊事業者や、受入民家の代表者、村内民宿
などから、計20名が参加し、初の取組みとなり
ました。
地震や津波が発生した想定で、民泊で滞在中の
学生や、一般観光客を対象とし、避難誘導や安否

報告、主要観光地の見回
りなどを実際に行いまし
た。臨機応変な対応が求
められ、より臨場感のあ
る訓練となりました。
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令和元年度 第71回沖縄県民体育大会（伊江村出場選手）
≪国頭郡代表≫
競技名/会場

氏名(行政区）

出場種目
１００M １１秒５６

リレー種目

渡久地 真吾 (予選１組）
（阿

良） 【４００MＲ】
走幅跳 ６Ｍ３９ ９位
島袋 大和 三段跳 １２Ｍ６８ ８位
（西江上） 【４００ＭＲ・１６００ＭＲ】
【４００ＭＲ】
３位 ４２秒８８
２００Ｍ ２３秒０７
安里 晃也 （予選３組）
（川 平） １１０ＭＨ １５秒７０ ２位【１６００ＭＲ】
【４００ＭＲ・１６００ＭＲ】
４位 ３分２６秒５４

山口

峰昌 ２００Ｍ ２２秒９１ ６位
平） 【４００ＭＲ・１６００ＭＲ】

知念

将利 【１６００ＭＲ】

（川

（西江前）

競技名/会場
沖縄市体育館
西原町民体育館
11/23～24

ソフトボール
嘉手納町・北谷町
11/23～24

ラグビー
フットボール
沖国大学
名桜大学
10/12.13
10/19.20

４位 ３分２６秒５４

内間 未羅之 棒高跳 ４Ｍ３０ ５位
（東江前）

石新

（川

島袋

陸上競技
沖縄市
陸上競技場
11/23～24

（川

（川
（西

与那城

柔

道

沖縄市武道館
11/23

玄吉 砲丸投 １１Ｍ２４ ４位

平）

（阿

島袋

（川

久場

大会結果

備考

望 準決勝進出

良）

千香 準々決勝進出

平）

詠太 準決勝進出

（西江前）

（川

礼人 団体戦 １回戦

平）

名嘉真 佑介 団体戦 １回戦
（西江上）

知念

平）

一佐 【壮年男子４００MＲ】

一史

コーチ

（東江前）

【壮年男子４００MＲ】
１位 ４６秒８７

崎）

久 ４０代走幅跳

（東江上）

名渡山

新保

優 三段跳 １１Ｍ92 １１位

平）

新川
ゲイブリエル ハンマー投
５２Ｍ９５ １位
優雅
野原

氏名(行政区）

バレーボール

照喜名 清貴 個人戦 １回戦

５Ｍ３３ ５位

（東江前）

渡久地 希里 １００Ｍ １３秒３８ ３位
（阿

良） 【４００ＭＲ】

１００Ｍ １３秒７１ ６位
阿波根 朱里 １００ＭＨ １７秒０９ ３位 【４００ＭＲ】

４位 ５２秒７７

（西江前） 【４００ＭＲ】

東江 真知子 走幅跳 ４Ｍ６０ ９位
（東江前） 【４００ＭＲ】

並里 織璃江 円盤投 ３０Ｍ０９ ４位

相

撲

うるま市
具志川ドーム
相撲場
11/23

宮城

（西

大城

航大 個人戦 １回戦

崎）

英寿 個人戦 ３位

（東江前）

団体戦
７位

（東江前）

宮城

吉田 奈美乃 やり投 ３６Ｍ０１ ４位
（西

（川

崎）

大城

紗也 やり投 ３６Ｍ４９ ３位

仲村

愛里 30代１００Ｍ

（東江上）
（西江前）

１３秒４９ ３位

【壮年女子４００MＲ】
１位 ５３秒９１

東江

弘知 個人戦 １回戦

平）

弘幸 個人戦 ２回戦

（西江上）

スポーツの秋『伊江村婦人会ソフトバレーボール大会』
11月23日、伊江村婦人会（会長：玉城綾子さん）がB&G
海洋センターで各区対抗ソフトバレーボール大会を開催しまし
た。この大会は、毎年開催しており、多くの会員に婦人会活動
への参加推進・会員相互の親睦・健康増進を図ることを目的と
しています。100名余りの会員が一同に集い、心地より汗を
流しながら、日頃の運動不足を解消しました。
今年の決勝戦は、西江上区と川平区の対決になり、西江上区
が得失点１点差で見事勝利し、川平区は惜しくも３連覇を逃し
ました。
玉城会長は「日頃の運動不足解消と、婦人会員の親睦がとれ
た楽しくも白熱した大会となりました。これからも婦人会活動
へのご参加を宜しくお願い致します」とあいさつをしました。
結果は下記の通りになります。
優勝（西江上区） 準優勝（川平区）

3位（東江上区）

した！

を開催しま

西江上区婦人会が優勝しました！

最優秀選手賞
宮城佐登美さん（西江上区）

敢闘賞
福地美智子さん（川平区）

伊江島広報

島太郎 と 酒
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～ いつもそばに酒がいた ～

令和元年11月23日、はにくすにホールにて「島民の肝臓を守る健康劇」を上演いたしました。
伊江村で見られるアルコール関連問題を広く知ってもらい、お酒と長く楽しく付き合ってほしい
と、名桜大学の学生と伊江村のヘルスレンジャーや母子保健推進員、演技指導・監修としてチーム
スポットジャンブルの役者さんたちに協力してもらい、劇を通してアルコールの危険性を分かりや
すく伝えることができました。

主人公(伊江 島太郎)である一
人の男と酒にまつわるエピソード
を、青年期・壮年期・初老期をと
おして演劇で表現しました。
アルコール関連問題でお困りの方
（相談窓口）
★医療保健課 49-5000
★沖縄県北部保健所地域保健課
0980-52-2734
★おきなわASK
098-996-4096
080-9851-6729

第31回

★伊江村のアルコール関連問題★
◎男女とも飲酒量が沖縄県の平均よりも多い
◎アルコール依存症予備軍の約４割が若い世代の男性
◎命に関わるほどの生活習慣病の悪化が認められる
(肝臓の病気･心臓の病気･高血圧･糖尿病)
◎アルコールが原因で過去十年間に十名以上の方が
なくなっている。(死亡時の平均年齢五〇代前半)

こころがけ適正飲酒と休肝日！

ふれあう心やんばるの集い

「ふれあう心やんばるの集い」は北部市町村の
精神療養者の親睦と交流を深め、関係機関の連携
強化とを図ることと、療養のため長期入院してい
る方々が、地域に戻り生活していくための支援を
推進する啓発の場とすることを目的に平成元年か
ら開催されています。
今年度は、第31回大会が11月14日に東村で
行われました。伊江村からは、村内３つの作業所
の利用者とご家族をはじめ、伊江村民生委員
の方々も加わり、総勢45名での参加となり
ました。
運動会では、東村にちなんだ「パイン」と
「つつじ」の手作りお面をつけて行った伊江
村のダンスが、会場を盛り上げました。
また、混成リレーの伊江村チームは、運動会
に初出場の参加者とベテラン参加者が力を合

手づくりお面でダンス！

合同運動会
in東村

わせ、第１位を獲得することができました！応援
席も笑顔があふれる一日となりました。
今年度の運動会では、初めての試みとして、
「やんばるカフェ」が開催されました。「やんば
るカフェ」は長期入院中の方がご自身の地域の
方々と交流を図り、地域との繋がりを持つことを
目的に行われ、各同じ地域の方同士で手を取り合
う姿が見られました。

昨年に引き続き 混成リレー第１位！！

ハッピースマイル

たくさんの参加者と交流
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伊江村畜
産史上
内田徹氏（東江前区） 優秀賞１席と２年連続の農林水産大臣賞 受賞 初の快
挙！
令和元年度

第４５回

沖縄県畜産共進会の結果

11月１日に糸満市南部家畜市場で、令和元
年度第45回沖縄県畜産共進会が開催され、北
部地区代表出品牛として本村から３部門、計６
頭を出品し、うち５頭が入賞をしました。その
中でも成雌１類部門に出品された東江前区：内
田徹氏の愛牛「ゆう号」は優秀賞１席となり、
特別褒賞として同氏の二年連続となる「農林水
産大臣賞」を受賞し、伊江村畜産史上初の快挙
を達成いたしました。
団体の部においては、三年振りの団体総合優

離島フェア2019
11月15日～11月17日の3日間、奥武山
「沖縄セルラーパーク那覇」にて離島フェア
2019が開催されました。約13万人の来場者
が訪れ賑わいをみせていました。
伊江村からは、伊江漁業協同組合、株式会社
いえじま家族、株式会社伊江島物産センター、
伊江島ハイビスカス園、農業生産法人株式会社
伊江牛、有限会社伊江食品、JA沖縄伊江支店
の7事業所が出展し、大繁盛しました。
離島フェア2019会場では、優良特産品の部
で、伊江島物産センターの「イエラムサンタマ
リア スプリム」が見事、優秀賞を受賞致しま
した。また、伊江村教育委
員会が率いる「伊江島の魅
力発見隊」として伊江小学
校から八巻勇杜さん、知念

勝に輝き、団体及び農林水産大臣賞のWタイト
ル奪還は７年振りとなる成績で、出品畜主をは
じめ、会場にお越しになった応援農家並びに関
係者は歓喜に沸く共進会となりました。
本共進会におきましては、本村の和牛改良技
術の更なる推進と島の基幹産業としての「畜
産」を念頭に、生産者を始め、ＪＡ、和牛改良
組合、青年部会を中心とした連携組織のもと、
次年度は団体総合二連覇に向けて関係機関一丸
となって取組んで参ります。

うちなー島の
じょーとーむんが大集合！
琉歌さん、西小学校から山城真
捺さん、仲舛桂大さん、伊江中
学校からは新城太鮮さん、喜屋
武宗緋さん、高良依和さん、赤嶺喬也さんの
計8名が伊江島の特産品販売を体験し、笑顔で
楽しく来場者に伊江島の商品をPRしていまし
た。
16日には、ステージの部で西崎区の民俗芸
能が披露され、全5曲の民俗芸能を披露しまし
た。会場の方々も伊江島の民俗芸能を興味津々
で観覧していました。
今年の離島フェアでは沖縄県離島18市町村
や協賛事業者を含め約140事業所が参加してお
り、初日で完売する商品もありました。
来年の離島フェアではさらに多くの参加と皆
様のご来場を心よりお待ちしております。

伊江島広報
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償却資産（固定資産税）の申告を忘れずに
償却資産とは個人または法人で工場や商店を経営している方が、その事業のために用いている構築
物、機械、装置、工具、器具・備品（土地・家屋を除く）などのことです。

◆申告が必要な方
令和２年１月１日現在、村内で事業を営んで
いる個人または法人
◆申告方法
昨年まで申告している方は、１年間の償却資
産の増・減を申告してください。事業を始め
た方、新たに申告する方は、１月１日現在所
有している償却資産すべてを申告してくださ
い。昨年、申告のあった方には申告用紙を郵
送しております。初めて申告する方は、住民
課税務係までご連絡いただくか、伊江村ホー
ムページで、ダウンロードして下さい。

◇償却資産の対象となるもの（種類別の例）
通

パソコン、コピー機、応接セット、舗
装路面、駐車設備、簡易プレハブなど

建 設 業

ブルドーザー、パワーショベル、フォー
クリフト、大型特殊自動車など

料理飲食業

テーブル、椅子、厨房設備、冷凍冷蔵庫、
カラオケセットなど

小 売 業

陳列棚、陳列ケース（冷凍・冷蔵機付
を含む）、冷蔵庫など

理 容 業
美 容 業

理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌
設備、サインポールなど

農

農業用機械、ビニールハウスなど

共

業

※耐用年数の経過に関わらず、資産がある場合は必ず申告することになっていますのでご注意ください。

太陽光発電設備の償却資産申告について
事業用や売電目的の太陽光発電設備は、固定資産税（償却資産）の対象になる場合があります。下の
表で設置された発電設備の状況を確認の上、申告の対象となる場合は住民課税務係まで申告書を提出
してください。
（※前年度に申告された方は、12月中に申告書を送付する予定です。
）
設置者

全量売電の太陽光発電設備

余剰売電の太陽光発電設備

家屋の屋根等に経済産業省の認定を

個人

（住宅用）

受けた太陽光発電設備を設置して発電
量の全量を売電する場合は、売電する
ための事業用資産となり、発電に係る
設備は課税の対象となります。

個人

売電するための事業用資産とはなら
ないため、償却資産としては課税の対
象とはなりません。
ただし、家屋の建材として設置され
る場合は、家屋資産評価の対象となり
ます。

（事業用）

個人であっても、事業の用に供している資産は、発電出力量や全量売電か余剰
売電かにかかわらず、償却資産として課税の対象となります。

法人

事業の用に供している資産となるため、発電出力量や全量売電か余剰売電か
にかかわらず、償却資産として課税の対象となります。

詳しいお問合せは

住民課

税務係

☎49-2316

申告期限日：令和２年１月31日（金）
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太陽光発電等による売電収入がある方へ
自宅等に太陽光発電設備を設置し、余剰電力、または電力の全量を電力会社に売却している場合、売
電収入の所得金額は所得税の確定申告または村・県民税の申告をする必要があります。

１

売電所得の計算方法

売電所得

＝

売電収入

−

必要経費
取得費（購入費）を

売電収入…太陽光発電等の電力を電力会社へ売って得た収入で、

「減価償却費」とし

１月から12月までに支払われた金額の合計

て17年に分けて経
費に算入できます。

必要経費…（①減価償却費＋②その他必要経費）×③売電割合

①「減価償却費」
取得費（購入費）×0.059（太陽光発電設備の償却率：耐用年数17年より）
×償却月数（その年の所有月数÷12月）
②「その他必要経費」
太陽光発電設備購入に係る借入金の利息など
③売電割合
太陽光発電設備で発電した 総発電量に対する売電量の割合（全量売電の場合は１）

２

申告について

売電収入のある方は、売電所得が 20 万円以下で確定申告が不要であっても、村・県民税の

申告は必要です。ただし、確定申告で売電所得の申告をした場合は、村・県民税の申告をする

必要はありません。

家屋（固定資産税）の取り壊しをされた方へ
固定資産の家屋に対する課税は、毎年１月１日（賦課期日）現在の有無で決まります。住宅や工場、
物置などの家屋を令和元年中に取り壊した場合は届出が必要となります。取り壊しの届出がなされて
いないと引き続き課税対象物件として課税される場合もありますので、住民課税務係まで必ず届出を
してください。
（令和２年１月１日までに滅失登記を行った場合を除きます。）

更地等

詳しいお問合せは

住民課

税務係

☎49-2316

伊江島広報

▶令和２年
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成人式のお知らせ◀

■日

時：令和２年１月４日（土） 午後２時〜（受付は午後１時30分）

■場

所：伊江村農村環境改善センターホール

■対

象：平成11年４月２日生まれ〜平成12年４月１日生まれ
（伊江中第67期生）

納め忘れはありませんか？
12月は

☆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。
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。

詳しいお問合せは
国保・後期係 ☎49-2002
住民課
税 務 係 ☎49-2316

《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》
☆固定資産税
令和1年12月25日（水）
※口座再振替は12月25日（水）

☆国民健康保険税
令和2年1月6日（月）
※口座再振替は1月6日（月）

☆後期高齢者医療保険料
令和2年1月6日（月）
※口座振替の方は、再振替日の前日
までに、残高確認をお願いします。

2020年 農林業センサスを実施します
令和２年２月１日を基準日として、
農業センサスを実施します。
「農業センサス」は、農林業や農山村地域
の生産や就業の構造を明らかにし、今後の農
林業の政策に役立てることを目的に、５年に
１度行われています。
令和２年１月中旬から、調査員が対象農家
さんを訪問し、聞き取り調査を行いますので
ご理解とご協力を宜しくお願いします。

詳しいお問合せは
総務課 統計係 ☎49-2001
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ゴミ処分場の年末・年始の運営日程について
家庭から出されるゴミは、分別を徹底し村指定のごみ袋にいれて
各行政区の決められた収集日に出すようお願いします。
また、年末年始における各施設の運営日程は下記のとおりです。

施設名

業務終了

Ｅ&Ｃセンター
産廃処分場

業務開始

午後５時 午前８時30分〜午後５時

12月31日㈫

スサカ処分場

受入時間

午後５時

午前８時〜午後５時

午後６時

午前８時〜午後６時

１月４日㈯
１月６日㈪

ごみ収集車

※正月（１日〜３日）につきましては各所分場・ごみ収集車は休日となります。
詳しいお問合せは

役場 建設課

☎49-3162

Ｅ&Ｃセンター

フェリー年末年始運航時間
車両航送のご協力について
１．車両航送は、予約が必要で２ヵ月前から受付けています。
２．航送券は、出航の１時間前から 30 分前までに、購入してください。
３．航送券購入後は、出航 20 分前までに定められた場所で車両は待機
してください。尚、出航 20 分前までに待機所にいない車両につい
ては、スペース待ちの車両を繰り上げて航送しますのでご注意くだ
さい。
４．お帰りの際は、30 分前までに、港内窓口係員の検認を受けてください。
５．予約後のキャンセルについては、事務所まで連絡するようお願いし
ていますが、スペースまちのお客様も同様、連絡くださいますよう
お願い致します。
詳しいお問合せは

伊江港
本部港

「伊江島フェリー

0980−49−2255（事前予約）
0980−47−3940（当日予約）

車両航送インターネット予約」

☎50-6550

12月31日（火曜日）
〜１月３日（金曜日）

便

伊江港発

本部港発

1

8:00

9:00

2

9:00

10:00

3

10:00

11:00

4

11:00

13:00

5

13:00

6

14:00

15:00

7

15:00

16:00

8

16:00

17:00

14:00

※1/3（金）危険物専用便

※1 月 3 日（金）本部発 14：00 便は危険物
輸送専用便のため一般車両および乗客は乗船
できませんので予めご了承ください。

https://ferryyoyaku.iejima.org/

伊江村公営企業課 臨時職員 を募集します！

・募集人数：若干名

※村指定履歴書を提出、内定
後に健康診断書を提出して
いただきます。
村 指 定 履 歴 書 は 、伊 江 村
ホームページ及び総務課
にて取り扱っております。

員

・加入保険：
雇用・労災・健康・厚生

船

・給
与：
伊江村臨時職員に関する
規則による

事務補助

【募集概要】

・勤務場所／伊江村公営企業課内
・資格要件／普通自動車免許、パソコン操作（ワード・エクセル）
・勤務時間／ 7：00 〜 18：30（シフト制）土・日・祝祭日・年末年始勤務有
・勤務場所／伊江村営フェリー
・資格要件／なし
（海技士有資格者 尚良）
【３年以内に海技士（航海若しくは機関４級程度）免許取得の意欲が有る者】
・勤務時間／ 7：00 〜 18：30（シフト制）土・日・祝祭日・年末年始勤務有
伊江村公営企業課

詳しいお問合せは

公営企業課

臨時職員募集

４９−２２５５・４９−２３６９（船舶）

伊江島広報

新城 煌星（あらしろ おうせい）くん

お誕生日
おめでとう !

性
別：男
生年月日：平成30年12月15日生
父 ：竜弥さん
母 ：令奈さん
行 政 区：西崎区
食いしん坊のおうちゃん
ニコニコ笑顔でお姉ちゃんと
仲良く大きくなぁれ♡

満１歳

具志川 沙良（ぐしかわ さら）ちゃん

大城 姫智葉（おおしろ いとは）ちゃん

性
別：女
生年月日：平成30年12月24日生
父 ：智也さん
母 ：陽子さん
行 政 区：東江上区

性
別：女
生年月日：平成30年12月25日生
父 ：具志川 翼さん
母 ：具志川 沙織さん
行 政 区：西崎区

お兄ちゃん お姉ちゃん 大好き♡
ごはんをたくさん食べて
たくましく育て〜☆

食欲旺盛！愛嬌たっぷりなさら♡
お姉ちゃん達と仲良く
思いやりのある子に育ってね☆

御寄附御礼

︵香典返し︶

︻人材育成会︼

備

○西江上四二七番地
山城 文子 様より
故 夫 山城 久次 様の香典返しとして

○東江前一二一番地
山城 寛人 様より
故 父 山城 寛六 様の香典返しとして

西崎公民館

○東江上三九三番地の三
新城 キクエ 様より
故 夫 新城 孝雄 様の香典返しとして

実

60

○西江前一四三番地
島田 勝彦 様より
故 母 島田 キミ 様の香典返しとして

１０９.０ｍｍ

年

○浦添市西洲二丁目二番地二
琉球セメント株式会社 より
創立 周年記念として

１０７.５ｍｍ
昨

総雨量

置 場 所
民間飛行場

︻社会福祉協議会︼

設

︵香典返し︶
●東江前一二一番地
山城 ヒデ子 様より
故 夫 山城 寛六 様の香典返し

１３４.０ｍｍ

●東江上三九三番地の三
新城 キクエ 様より
故 夫 新城 孝雄 様の香典返し

●西江上四二七番地
山城 文子 様より
故 夫 山城 久次 様の香典返し

●東江前五一三番地
幸地 梅 様より
故 息子 幸地 信章 様の香典返し

●西江前一四三番地
島田 勝彦 様より
故 母 島田 キミ 様の香典返し

●西江上二三一番地
玉城 澄枝 様より
故 夫 玉城 義隆 様の香典返し

伊江村
11月の雨量 ハイビスカス園

月の行事予定

1
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考

１４０.０ｍｍ

最高雨量
11月22日 72.5 ｍｍ

場 所
西崎公民館

１０６.０ｍｍ

最高雨量
11月３日 42.0 ｍｍ

場 所
西崎公民館

績

１０２.０ｍｍ

１日
（水） 元日
４日
（土） 成人式
６日
（月） 新年交歓会
仕事始め
３学校３学期始業式
７日
（火） 校内書初め会
（伊江小・西小）
西崎ミニデイ
８日
（水） なんでも相談
阿良ミニデイ
10日
（金） 東江上ミニデイ
11日
（土） 第18回少年野球伊江島交流試合
（12日まで）
13日
（月） 成人の日
14日
（火） 東江前ミニデイ
15日
（水） 家畜初セリ市
西江上ミニデイ
17日
（金） 西江前ミニデイ

19日
（日） 消防出初式
体力チャレンジデー
21日
（火） こころの相談
川平ミニデイ
22日
（水） 育児サークル
心配ごと相談
阿良ミニデイ
24日
（金） 真謝ミニデイ
26日
（日） 村学推実践報告会
子ども会発表会
地区P宜野座・金武大会
28日
（火） 農業委員会総会
29日
（水） 西小授業参観日
（チューパンジャマラソン大会）
31日
（金） 県立博物館・美術館移動博物館
（２月２日まで）

