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自然と歴史が織りなす　尚円の里　伊是名島

・海岸清掃活動
・稲刈り体験
・各区ウンナー
・景観形成に関するお知らせ

◆ 今月号の主な内容 ◆ 伊是名 仲　田 諸　見 勢理客内　花
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　伊是名村商工会女性部では、地域振興事業の一環
として臨海ふれあい公園北側の浜（アハシチ）で海岸
の清掃活動を行いました。部員のほか商工会理事な
ども参加し、ゴミ袋を片手にゴミや海藻、流木などを
拾いました。１時間程度の作業で軽トラック２台分の
ゴミが集められました。
　名嘉好子部長は「台風の影響な
のか、今まで実施してきた清掃活
動と比べてかなりゴミが多かった。
今後も伊是名の綺麗な浜を守るた
め頑張りたい。」と述べていました。

　村商工会女性部と伊是名駐在所の野地巡査長が、手づくり
の「交通安全・水難事故防止お守り」を伊是名小学校前で配布
しました。
　村内で発生した交通事故や水難事故をうけて、野地巡査長
が通行車両に声かけし、女性部が「運
転に気を付けて下さい」と、お守りを
手渡しました。あと夏休み期間という
事で、水難事故防止お守りとして子
供達に、自動車だけでなくシニアカー
や自転車の方にも手渡されました。

尚円王ゆかりの逆田にて 稲刈り体験
台風10号の影響で延期～ ７月21日（土）→７月30日（月）

交通安全・
水難事故防止の

お守り

活動ゴミ拾い
　村子ども会育成連絡協議会では、子供達に農業を通じて、お米の知識や食
育を学んでもらうため、田植えから稲刈りまでの体験を実施しております。
　今回は稲刈り体験で、カマの使い方や諸注意を受け、刈り取った稲を昔な
がらの足踏みで脱穀機や千歯稲扱きを使い、籾を収穫する作業を体験しまし
た。子供達は、楽しそうに稲刈り体験をしていました。

　今回は、栄養士の東江美菜子さん（社会福祉法人いぜな会）
による「栄養バランスのとれた食事と簡単にできる料理方法や口
腔ケアの大事さ」についての講話がありました。その後、熱中症
対策の夏デザートとしてシークワーサーゼリーの紹介と試食もあ
り、皆さんでおいしく頂きました。

伊是名村社会福祉協議会

合同願寿サロン合同願寿サロン
♪ 健康長寿になるならば　何でもおいしく頂いて～ ♪

次回の予定
　　９月１９日（水）・・・手話ダンス・レクレーション

　北部支会の消防団員の健康と体力づくりを増進し、体位の向上と団員相互の
親睦を図ることを目的に、隔年ごとに開催されている体力錬成ソフトボール大会
（沖縄県消防協会北部地区支会主催）が、伊平屋村の「友愛と健康の広場」と「伊
平屋中学校」の２会場で開催されました。
　８チーム（約140名）の選手・関係者が参加し炎天下の中、熱戦が繰り広げられ
ました。伊是名村消防団は優勝した金武地区消防衛生組合消防団と準決勝で対
戦、接戦のすえ惜しくも１対０で敗れ３位となりました。
　試合終了後の表彰式・意見交換会で
は、伊平屋村の踊りに始まり、本村から
も空手の寸劇や歌などを披露すると
次 と々各消防団からも余興が披露され、
大いに盛り上り、親睦を深めました。

　２ヶ月に１度の合同願寿サロンが、村産業支援センター開催されました。

第１７回沖縄県消防協会北部地区支会

体力錬成訓練（ソフトボール大会） IN伊平屋村
第１７回沖縄県消防協会北部地区支会

体力錬成訓練（ソフトボール大会） IN伊平屋村

優勝
金武地区消防衛生組合消防団

準優勝
伊江村消防団

８月テーマ 「涼」

わくわく親 子 ふれあいデー

　伊是名村保健センターにおいて、わくわく親子ふれあいデー
を開催しました。小・中学校図書館勤務の２人による絵本読み聞
かせに始まり、ゆらゆら風にゆれるモビー
ル作りを行いました。モビールは、自分な
りのアイデアで作り、親子で喜べる素敵
な作品に完成しました♪その後、スイカ
割やおやつを食しながら、ユンタクし楽
しい時間を過ごしました。

がん  じゅがん  じゅ

７月16日（月）

８月13日（月）

７月28日（土）

7月25日（水）

３位
伊是名村消防団チーム
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「勢理客ウンナーガーイの唄」
村一るやしが西東わきてユーイヤネ
綱引る夜やさ我肝わきて
ハイヤセンスルウスルトネ　イサーシーシ

伊是名区
８月11日

諸見区
８月６日

勢理客区
７月27日

仲田区
８月４日

各区
ウンナー

　今年の豊作を祝い、来年の豊穣を祈願する行事（ウンナー）が各
区行われました。気合の入ったガ―エーで始まり、スナイ、綱引き、
相撲へと続き、夜遅くまで歌い踊り、大盛り上がりでした。
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運転免許の自主返納制度・運転経歴証明書について
～運転免許の自主返納制度～

　運転を継続する意志がなく運転免許証を返納したいという方が、
駐在所で申し出て、免許の自主返納制度を受けてください。

第34回 やんばるの産業まつり

　｢ホップ！ステップ！ジャンプ！やんばるの地域力 大・集・合　～てぃーち～｣をメインテーマに｢第34回
やんばるの産業まつり｣を開催致します。
　やんばるを代表する秋のイベントとして、やんばる特産品の展示販売などやんばる自慢が一堂に大集
合。県外特別出店や各種ステージイベントが盛沢山！
１０月６日・７日は、やんばるの産業まつりへ。

離島食品・日用品輸送費等 補助事業実施中!!

● 自主返納手続きは、有効期限が切れた運転免許証では受付できません。
● 運転経歴証明書の発行には、手数料（沖縄県収入証紙1,100円）がかかります。
● 運転免許証と顔写真をご持参のうえ、ご本人の来所をお願いします。

お問い合わせ：本部警察署伊是名駐在所  ☎0980-45-2034 

景観形成に関するお知らせ
　伊是名村では、「古くて美しい伊是名の保全、再生、継承と新たな伊是名の創出」
を理念として掲げており、各種行為の際は周辺の景観に留意する必要があります。
　また、景観形成に関わる以下の行為等については、届出の必要がありますので、
住民の皆様はご理解とご協力をお願いいたします。

届 出 対 象

※詳細等については、伊是名村企画政策課まで TEL：0980-45-2001

○建築物
　新築、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模様替え又は色彩の変更は、全ての規模が届出対象。
○工作物
　新築、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模様替え又は色彩の変更は、基準を越えるものについ

ては届出対象。
○開発行為その他に係る事項

健康運動教室どなたでも

参加自由!!

2018年10月6日（土）・７日（日）
農林水産品
民芸・工芸品

飲食関係
場　　所：名護市21世紀の森体育館前駐車場
販売期間：午前10時～午後７時

名護市民会館及び名護漁港臨時駐車場（会場まではシャトルバス運行）
やんばるの産業まつり実行委員会　０９８０－５２－２４４８

免許を返すとお得な特典!!

駐車場
問合せ

ストレッチ、ラダートレーニング、
　　　　　　　　ウォーキング、筋肉トレーニング
※１日10分の運動でも続けると生活習慣病の予防になるそうです！

伊是名村保健センター ☎0980-45-2137

平成30年９月27日（木）
午後６時～８時
産業支援センター
健康運動指導士・管理栄養士  佐久川大先生

期  日
時  間
場  所
講  師

お問い合わせ

平成30年度　第12回
伊是名村健康フェア開催

平成30年10月13日（土）

午前10時～午後4時

伊是名村産業支援センター

期  日

時  間

場  所

伊是名村村長選挙・
村議会議員選挙のお知らせ 沖縄県知事選挙のお知らせ

村民カレンダーには、
平成30年9月29日（土）となっておりますが、 
平成30年10月13日（土）に変更となります。

本島内バス・モノレールが半額
タクシー運賃も１割引

①兼元商店  ②仲田区共同売店  ③吉田ストアー
④勢理客共同売店  ⑤ＪＡおきなわ伊是名支店生活店舗
⑥髙良屋

（１）補助対象品目

１．事業目的

２．事業概要

（２）小売店（登録事業者）

（３）平成29年度実績（県・伊是名村合計／年間）

　沖縄県内の離島では、海上輸送コストが掛かるために、沖縄本島と比較して食品や日用品等の価格が割高と
なっています。沖縄県と伊是名村では、離島における食品や日用品等の価格を低減することで、離島住民の割高
な生活コストの軽減を図ることを目的に、沖縄本島から伊是名島までの輸送経費を協調して助成する「離島食
品・日用品輸送費等補助事業」を実施しています。

POPやステッカー・
ポスターが

登録店の目印です。

●食品　●衣類・履き物　●日用品　●医薬品
●保健医療用具・器具　●家庭用電気製品

●酒類　●がん具、運動用具類装身具
●たばこ　●書籍

対象品目

対象外品目　補助対象品目は、離島住民が生活するうえで通常
必要とするものであって、登録事業者で販売されてい
るもののうち、次の品目になります。

※登録事業者は、毎月の補助実績額を勘案したうえで、値引販売を
行っています。
※値引販売する品目の選定など、値引販売の方法については、登録
事業者に任せています。

沖縄本島との価格差が１４．4ポイント縮小！

伊是名村役場商工観光課
TEL 0980-45-2534

問い合わせ先

情 報 コ ー ナ ー

９月９日（日）午前７時 ～ 午後７時
伊是名村産業支援センター

９月５日（水）～８日（土）
午前８時30分～午後８時
伊是名村産業支援センター

任期満了に伴う伊是名村村長・村議会議員選挙が行われます。

投票日

期日前投票

９月30日（日）
午前７時～午後８時
伊是名村産業支援センター

９月14日（金）～29日（土）
午前８時30分～午後８時
伊是名村選挙管理委員会事務所

投票日

期日前投票

6 6 6 6 6 6

P
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景観形成に関するお知らせ
　伊是名村では、「古くて美しい伊是名の保全、再生、継承と新たな伊是名の創出」
を理念として掲げており、各種行為の際は周辺の景観に留意する必要があります。
　また、景観形成に関わる以下の行為等については、届出の必要がありますので、
住民の皆様はご理解とご協力をお願いいたします。

届 出 対 象

※詳細等については、伊是名村企画政策課まで TEL：0980-45-2001

○建築物
　新築、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模様替え又は色彩の変更は、全ての規模が届出対象。
○工作物
　新築、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模様替え又は色彩の変更は、基準を越えるものについ

ては届出対象。
○開発行為その他に係る事項

健康運動教室どなたでも

参加自由!!

2018年10月6日（土）・７日（日）
農林水産品
民芸・工芸品

飲食関係
場　　所：名護市21世紀の森体育館前駐車場
販売期間：午前10時～午後７時

名護市民会館及び名護漁港臨時駐車場（会場まではシャトルバス運行）
やんばるの産業まつり実行委員会　０９８０－５２－２４４８

免許を返すとお得な特典!!

駐車場
問合せ

ストレッチ、ラダートレーニング、
　　　　　　　　ウォーキング、筋肉トレーニング
※１日10分の運動でも続けると生活習慣病の予防になるそうです！

伊是名村保健センター ☎0980-45-2137

平成30年９月27日（木）
午後６時～８時
産業支援センター
健康運動指導士・管理栄養士  佐久川大先生

期  日
時  間
場  所
講  師

お問い合わせ

平成30年度　第12回
伊是名村健康フェア開催

平成30年10月13日（土）

午前10時～午後4時

伊是名村産業支援センター

期  日

時  間

場  所

伊是名村村長選挙・
村議会議員選挙のお知らせ 沖縄県知事選挙のお知らせ

村民カレンダーには、
平成30年9月29日（土）となっておりますが、 
平成30年10月13日（土）に変更となります。

本島内バス・モノレールが半額
タクシー運賃も１割引

①兼元商店  ②仲田区共同売店  ③吉田ストアー
④勢理客共同売店  ⑤ＪＡおきなわ伊是名支店生活店舗
⑥髙良屋

（１）補助対象品目

１．事業目的

２．事業概要

（２）小売店（登録事業者）

（３）平成29年度実績（県・伊是名村合計／年間）

　沖縄県内の離島では、海上輸送コストが掛かるために、沖縄本島と比較して食品や日用品等の価格が割高と
なっています。沖縄県と伊是名村では、離島における食品や日用品等の価格を低減することで、離島住民の割高
な生活コストの軽減を図ることを目的に、沖縄本島から伊是名島までの輸送経費を協調して助成する「離島食
品・日用品輸送費等補助事業」を実施しています。

POPやステッカー・
ポスターが

登録店の目印です。

●食品　●衣類・履き物　●日用品　●医薬品
●保健医療用具・器具　●家庭用電気製品

●酒類　●がん具、運動用具類装身具
●たばこ　●書籍

対象品目

対象外品目　補助対象品目は、離島住民が生活するうえで通常
必要とするものであって、登録事業者で販売されてい
るもののうち、次の品目になります。

※登録事業者は、毎月の補助実績額を勘案したうえで、値引販売を
行っています。
※値引販売する品目の選定など、値引販売の方法については、登録
事業者に任せています。

沖縄本島との価格差が１４．4ポイント縮小！

伊是名村役場商工観光課
TEL 0980-45-2534

問い合わせ先

情 報 コ ー ナ ー

９月９日（日）午前７時 ～ 午後７時
伊是名村産業支援センター

９月５日（水）～８日（土）
午前８時30分～午後８時
伊是名村産業支援センター

任期満了に伴う伊是名村村長・村議会議員選挙が行われます。

投票日

期日前投票

９月30日（日）
午前７時～午後８時
伊是名村産業支援センター

９月14日（金）～29日（土）
午前８時30分～午後８時
伊是名村選挙管理委員会事務所

投票日

期日前投票

6 6 6 6 6 6

P



月9 10～
月の行事予定

9/ 4
5
9

14
17
20

21
23
24
30

10/ 6
8

・（告示）伊是名村村長、村議会議員選挙
・期日前投票
・伊是名村村長、村議会議員選挙投開票日
・伊是名村敬老会
・敬老の日
・彼岸入り
・イルチャヨー、ティルクグチ
・旧八月豊年祭 
・秋分の日
・振替休日
・沖縄県知事選挙投開票日
・第34回やんばるの産業まつり
・体育の日

●火
●水
●日
●金
●月
●木

●金
●日
●月
●日
●土
●月

13
14
15
27
28

・第12回伊是名村健康フェア
・村民運動会
・カジマヤー
・第18回いぜなキッズトライアスロン大会
・第31回いぜな88トライアスロン大会

●土
●日
●月
●土
●日

我が家のニューフェイスです。よろしくね

佐久川 兼衣 くん （長男）
平成30年７月20日生　父‥兼友　母‥博美

神山　希心 ちゃん（ニ女）
平成30年7月5日生　父‥慎太朗　母‥愛路
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　伊是名村では、平成20年から「尚円王の
里いぜな島応援寄附金」としてスタートし、
年々、伊是名島を応援したいと全国各地か
ら申し込みが寄せられています。
　寄附のお礼として地元の特産品などを贈
っています。本村でもバラエティーに富んだ
特産品を取りそろえ、全国のふるさと納税者
に届けています。

ふるさと納税の3つのメリット！

ふるさと納税で
伊是名島を応援しませんか！？
ふるさと納税で
伊是名島を応援しませんか！？

伊是名村ふるさと納税公式サイト　http://www.ize-furu.com/

生まれ故郷じゃなくても寄附できる

特産品がもらえる

確定申告をすると2千円を超える分が
還付・控除されて節税にもなる

1
2
3

寄附、税（ワンストップ申請）について
伊是名村役場総務課 ふるさと納税係

☎0980-45-2001

インターネット申し込み、クレジット決済について
（一社）いぜな島観光協会
☎0980-45-2435

　寄附者の皆様が寄せた寄附金は、「歴史
と自然、人が共生する伊是名村」をめざし
て各事業、村発展のために使わせていただ
きます。ありがとうございました。

「尚円王の里いぜな島応援寄附金」

事業内容 寄附金額件数

歴史に学び自然を愛する島づくり事業

気質を誇り、うまんちゅの交流する島づくり事業

人にやさしく、健やかに暮らせる島づくり事業

豊かな生活と活力あふれる島づくり事業

その他目的達成のため村長が必要と認める事業

円

円

円

円

円

円

8

1

10

7

0

26

〜平成30年度6月　ふるさと納税実績〜

株式会社 環境技建ウエーブ
非公表(ネット申込）25名

30,000円
400,000円
430,000円

沖縄県那覇市
－

氏　名 住所（所在地） 寄附金額

合　　　計
※「－」は非公開希望。

160,000

20,000

160,000

90,000

0

430,000小計


