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村のホームページ
http://vill.izena.okinawa.jp

沖縄地区史跡整備市町村協議会村内を視察
5月26日（火）産業支援センターにおいて、沖縄地区史跡整備市町村協議会第39回大会が開催された。開催
地は31加盟市町村のローテーションで決定され、伊是名村では平成元年の第13回大会以来の開催となった。
大会では古謝景春会長(南城市長)のあいさつや、本村開催にあたり前田政義村長による歓迎のあいさつに始
まり、文化庁、県教育長からの祝辞が続いた。引き続き行われた総会においては、26年度事業報告と27年度事
業計画が承認され、第39回大会決議が採択され閉会した。
大会終了後、仲原弘哲氏(今帰仁村歴史文化センター館長)を講師に「伊是名島の歴史と文化」と題して、現在
に残る遺産や文化、民族性などについての講演が行われた。その後行われた情報交換会では、関係者による意
見交換などで交流し親睦を深めた。
翌日の二日目は〜尚円王の軌跡を辿る旅〜と題して、国指定重要文化財「銘苅家」や「伊是名城跡」など文化
財の視察を行った。歴史的な文化財を目の当たりにし、関係者からは案内役の名嘉正教育長に質問が相次ぎ、
教育長の説明に頷きながら、じっくりと目を通していた。一行は、半日かけて視察を行い、村内における全日程を
終了した。
なお、今大会において字伊是名区の東江清榮氏が表彰されました。東江さんは自ら「アギギタラ貝塚」を発見
し、また、文化財保護審議委員を務めるなど現在の文化財保護行政における研究･成果･普及活動に大きく貢献
されています。

伊是名玉御殿で名嘉教育長の説明を受ける一行

歓迎のあいさつをする前田村長

表彰を受ける東江清榮氏

仲原弘哲氏は伊是名村の歴史･文化について説明

不審者には気をつけよう!!
5月28日
（木）小学校において、不審者が学校に現れたことを想定
した訓練が行われた。現れたのは大柄の男で、無言のまま教室へ勝
手に入り込んできた。教職員は、先に児童を安全に避難させた後、不
審者を複数名で取り囲んだ。
そして、通報で駆けつけた警察官と共に
犯人を取り押さえるなど連携を確認し、訓練は終了した。
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毎年、中学校のプール開きの前に行われるAED講習会が、5月21日（木）伊是名小学校体育館で実施された。この講習は
小･中学校職員を対象に行われており、伊是名村消防団員と伊是名診療所の与那覇翔先生の指導のもと、実習形式で行われ
た。
まず、消防団員が救命の手順を一通り行った後、小･中学校からそれぞれ新しく赴任された教職員がAEDを使用した実習
を体験した。また、与那覇先生から食物アレルギー「アナフィラキシー」についての講演もあり、教職員からは「この講習を
糧に、いざという時には対応できるようにしたい。」との感想があった。

AEDを使用した救命手順の説明をする消防団員

子どもの食物アレルギーについて講習の様子

5月22日（金）沖縄県の與儀弘子公安委員長が役場を訪れ、前田村長を表敬
訪問した。この席で與儀委員長から、伊是名村における飲酒運転の根絶と子ども
たちの犯罪巻き込まれ防止に関して要請があった。前田村長も協力していく方針
で、定期的に防災無線での呼びかけを実施し、お酒を飲んだら乗らないことやハ
ンドルキーパーを同伴させるなどの対策、また、子どもたちが安心･安全に暮らせ
る島づくりのために、大人達の見守り活動にも協力していただくことを確認し
た。
また、同行した本部警察署から警察業務に協力したとして、村内4名の方が表
彰されています。
前田村長と対話する與儀弘子公安委員長(右奥)

平成27年度民泊事業開始
平成27年度の民泊事業が始まり、4月、5月には3中学校が伊是名島を
訪れた。ゴールデンウィーク明けの5月9日には東大阪市立英田（あか
だ）中学校276人が入村し、農業体験や海洋体験などを行った。二日目
の夜は、産業支援センターにおいて文化交流会が催され、諸見区･内花
区青年会のエイサーや民謡ショーで生徒達をもてなした。英田中学校の
生徒は、お世話になっている家族に合唱でお礼した。

生徒全員による受入家族に贈る合唱の様子。

本部警察署伊是名駐在所の警察官が
3月から新たに赴任しましたので、紹介します!
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地元開催で伊是名チーム堂々Ґ
〜尚円王生誕600年祭記念〜

ୈճΜΔӺڝҏੋ໊ౡେձ
地元の声援を受け、伊是名チームが大躍進を果たした。
第25回やんばる駅伝競走大会が5月23日(土)伊是名村臨海ふれあい公園グラウンドで開催され、本島北部12市町
村と与論町、知名町（沖永良部）、600年祭記念特別参加の西原町を含む全17チームで争われた。当日は、降りしきる
雨により開催への影響が心配されたが、選手が到着すると大会を祝うように天候が回復した。到着した選手団は早速
準備に取りかかり、コンディションの調整やコースの確認を行った。
14時30分、全チーム1区の選手が臨海ふれあい公園を一斉にスタートした。レース序盤から上位争いをする伊是名
チームは、各集落を通過するごとに観客からの大きな声援で後押しされる。前川監督が「尚円王生誕600年祭記念で
行われる地元開催にふさわしい成績を目指す。」と目標に選抜された選手達は、島内3周43.2㎞、9区間を激走し、見
事3位でフィニッシュした。前回大会10位から大きく順位を上げた選手達は、ゴール直後スタッフ関係者と抱き合って
喜びを分かち合った。
レース終了後、末松隆二さんは「地元大会で、皆様の応援を受け3位に入ることができとても嬉しく思う。若い方もど
んどん出てきていますが、自分もまだまだ頑張ります。」と話し、娘の愛華さんも「島の方が準備してくださった横断幕
を見て、気力がわきました。」と感謝の気持ちを述べた。内兼久美幸さんは「子どもが産まれた後は練習時間が取れな
くて大変でしたが、ここまで走れて良かった。」と語った。
夕方からは産業支援センターに場所を移し、閉会式と懇親会が開かれ選手関係者が一堂に会した。表彰式で“3位
伊是名村”が読み上げられると、会場から大きな拍手が送られ、チームの皆さんも笑顔で応えていた。また、個人賞で
は末松隆二さんが区間賞を獲得しました。
前川監督は「体調が万全では無い選手がいながらも結果を出せたことは、サポーターを含めチーム一丸となれた証
だと思う。そして、応援･ご協力いただいた村民の皆様に感謝いたします。今は喜びにひたりたい。」と満足そうに話し
ていました。来年も上位争いが期待できそうです。

応援に応える高良選手

臨海ふれあい公園体育館前から一斉にスタート!

関係者に迎えられるアンカーの名嘉琢矢選手

上位争いで2人を抜き区間賞獲得の末松隆二選手
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第25回やんばる駅伝競走伊是名島大会結果

勢理客区での慰労会の様子

総合順位

記録

伊是名チーム出場選手

監督：前川尚也

優勝 本部町

2:32:56

1区（2.30㎞） 内兼久 美幸

2位

名護市南

2:34:54

2区（7.00㎞） 高良 和希

3位

伊是名村

2:39:25

3区（7.20㎞） 名嘉 正矢

4位

与論町

2:41:03

4区（5.00㎞） 末松 隆二（区間賞獲得）

5位

恩納村

2:41:09

5区（5.80㎞） 前里 慎吾

6位

西原町

2:41:10

6区（4.20㎞） 野村 竜希

7位

国頭町

2:41:10

7区（1.50㎞） 末松 愛華

8位

宜野座村

2:44:26

8区（4.20㎞） 伊禮 勝則
9区（6.00㎞） 名嘉 琢矢

自然体験学習
5月17日(日)伊是名中学校(金城一宏校長)の生徒56名(職員17名)とPTAが、
「身近な自然に親しむ中で、
学習への興味･関心･意欲を高める」等をねらいとし、屋那覇島において自然体験学習を実施した。
台風余波の影響も心配されたが、当日は生徒の思いが通じ好天となった。屋那覇島へ到着した一行は、
最初に釜作りに取りかかり、石や薪を集め、その後、釣り班･追い込み漁班・潮干狩り班に分かれ、獲物を
狙って屋那覇島の海に下りた。漁を伊是名漁業協同組合協力のもと終えて帰ってくると、魚や貝、はまぐり、
モズクなど、大自然の海の幸を食材に昼食をとり、生徒も「自分たちで捕った魚はとても美味しかった。」
「漁は大変だったけど、みんなとの共同作業は楽しかった。」と、自然の恵みに感謝していたようです。
最後はしっかりと片付けし、また来年のためにきれいにして屋那覇島をあとにした。

魚をさばくのは大変だ〜

新鮮な海の幸はサイコーだね！
！
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まずは釜作り、薪も準備だ！

お魚Get!!

infoRmation
らせ
お知

狂犬病予防注射についてお知らせ

平成27年6月に消防車庫で犬の登録と狂犬病予防注射を行います。
犬の飼い主の皆さん、絶対に忘れないでください。
予防注射

6月10日
（水）午後1時30分～5時
6月11日
（木）午前8時30分～11時 の予定です。

●狂犬病予防注射・・・・・・・・・・・①予防注射手数料2,650円＋②注射済票交付手数料550円
●犬の登録手数料 ・・・・・・・・・・ 3,000円（生涯1回）
●鑑札の再交付手数料 ・・・・・・ 1,600円（犬の登録済み鑑札をなくされた方）
の？
なぜする

らせ
お知

① 人を含めた全ての哺乳動物に感染します。
② 発症するとほぼ100%死亡する人獣共通の感染症です。
③ 人への感染の95%以上が犬の咬傷事故です。
④ 世界中では毎年4万～7万人が狂犬病で死亡しています。
（怠ると20万円の罰金）
⑤ 飼い主は、生涯1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が法律により義務づけられています。
⑥ 狂犬病予防注射は、犬のためではなく人を守るために行います。

行政相談委員に東江照子さんを委嘱

このたび東江照子さんは、総務大臣から行政相談委員に委嘱されました。委嘱期間は平成27年
4月1日から平成29年3月31日までとなっています。
行政相談委員は、行政相談委員法に基づき、国の行政運営の改善等に熱意を有する方に対して、
総務大臣が委嘱するものです。
行政相談委員は、国民が暮らしの中で感じている国の役所等の仕事について、苦情や意見･要望
を直接受け、その解決･実現に努めています。
例えば

○取り扱いに納得できない ○このようにしてほしい
○どこへ相談したらよいかわからない ○国の役所の手続きや制度について教えてほしい
など、相談ごとがありましたら、お気軽にご利用ください。
お問い合わせは、

らせ
お知

沖縄行政評価事務所（☎：０５７０－０９０１１０）

「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」の実施について

毎年、5月30日（ごみゼロの日）から6月5日（環境の日）までの期間をウィークとして設定し、住民、事業者、行政が一体と
なって、監視や啓発活動等を一斉に実施するなどして、廃棄物の不法投棄対策の取組を強化することとなっております。
本村においては、6月8日から6月14日までをウィークとし実施しますので、ごみの不法投棄情報等がありましたら村建
設環境課（45-2004）までご報告をお願いいたします。

不法投棄は犯罪です。

ゴミを違法に捨てた者は5年以下の懲役

又は1000万円以下の罰金に処せられます。
不法投棄を無くし、美しい村づくりを！！
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介護保険料納付のお願い

65歳以上のみなさん、
７月から 平成２７年度介護保険料普通徴収の納付 が始まります。
保険料の納めかたは、
年金から天引き（特別徴収）される場合と、納付書による納付（普通徴収）
の２つにわかれます。いずれの納めかたになるかは、
老齢・退職（基礎）年金等の受給額などで決まります。
特別徴収の方は、
仮徴収（４月・６月・８月の年金から天引き）されます。

特別徴収(年金から天引きされます)

普通徴収(納付書で個別に納めます)

【対象者】
● 老齢・退職・障害・遺族年金が

【対象者】
● 年度の途中で６５歳になった方
● 年度の途中で他の市町村から転入した方
● 年度の初め（４月１日）には年金を受給していなかった方
● 年度の途中で所得の更正等があり、
保険料額が変更となった方
● 老齢福祉年金受給者

年額１８万円以上の方
【納めかた】
偶数月に支払われる年金から、
介護保険料があらかじめ天引きされます

【納めかた】
納期ごとに、
広域連合から送られてきた納付書をもって指定の金融機関
などで収めていただくか、
口座振替によって納めていただきます。
納期は７月
（第１期）
～翌年３月
（第９期）
となります。

※口座振替をご利用すると便利です！

保険料が金融機関から自動的に振り替えられるため、
手間が省け、
納め忘れもなくなります。
取り扱い金融機関で、
通帳届出印、
通帳、
納付書を持参して「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、
申し込みます。
（口座振替の開始は、
申し込みの翌月以降となります。）

介護保険料を滞納すると（給付制限について）

介護保険料の納め忘れがありますと、
介護サービスを利用した際に、
利用料を一旦全額支払わなければいけなくなっ
たり、
負担割合が三割になる場合がありますので、
納め忘れのないよう、
よろしくお願い致します。

らせ
お知

「沖縄県消防指令センター」運用開始について
火事や急病、けが人が発生した場合の緊急連絡先が変わります。

下記のとおり、緊急時の連絡先が沖縄県消防指令センター（センター119）へ変わります。
切り替え後は、緊急の場合（ワンクッションコール含む）は、
「119番」へダイヤルするようお知らせ致します。

消防団

119

役場

通報

沖縄県
消防指令センター

担当者

診療所

伊是名村における119番の切替予定日は平成27年11月4日(水)です！
※上記の日時以降は、固定電話（ＩＰ電話含む）、携帯電話から「119」へダイヤルすると沖縄県消防指令センター職員
（消防職員）が365日24時間体制で緊急通報を受付けします。 ※119番通報は、電話料金はかかりません。
※受け付けた内容に応じて、沖縄県消防指令センターから役場や消防団、診療所等へ連絡します。
【お知らせ】 沖縄県消防指令センター運用について住民説明会を行います。

日時:平成27年6月17日(水)19時から
お問い合わせは
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場所:産業支援センター ホール

伊是名村役場 総務課 ☎０９８０－４５－２００１
又は 沖縄県消防通信指令施設運営協議会事務局 ☎０９８－９８８－８８００
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“モズクの日”開催
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海ぶどうを大量に掴み取り、漁協関係者もビックリ！
！

特産品を求め、開店後から賑わうようす

ゴールデンウィーク初日の5月2日(土)は
「モズクの日」
にあたり、伊是名漁業協同組合ではモズクを使用し
た商品などが販売・PRされた。午前10時の開始直後からお客さんが訪れ、モズクなどを使用した料理を頬ばっ
たり、商品を購入していた。モズクと海ぶどうの掴み取りコーナー
（どちらか１回で掴んだ分だけ無料で持ち帰
り）
や無料かき氷もあり、大人も子どもも楽しんでいました。この日イベントに訪れ、海ぶどうの掴み取りに挑戦
した参加者は
「試しに挑戦したらたくさん取れた。今日のおかずにします。」
と笑顔で話した。

我が家のニューフェイスです。よろしくね

高良 さくらちゃん（長女）

平成27年4月4日

潮平

母：美咲

ふう か

風叶 ちゃん（長女）

平成27年5月8日

前川

父：武

GW伊是名ビーチなど
行楽で賑わう！

父：安史

母：麻紀

な お

奈央 ちゃん（六女）

平成27年5月12日 父：栄進

母：愛理

6 ～7
月

月上旬の行事予定

6 /13 ●
土 ・マスターズバレーボールin伊是名大会（～14日まで）
火 ・第2回定例議会招集
16 ●

企 画・編 集・印 刷

伊是名村総務課／広報編集委員会
TEL
（0980）
45 ー 2001 FAX
（0980）
45 ー 2467
印刷：丸正印刷株式会社

金 ・ユッカヌヒー（海神祭）
19 ●
土 ・保育所運動会
20 ●

・北部地区スポーツ推進委員実技研修会

火 ・伊是名村慰霊祭
23 ●
水 ・沖縄離島体験交流促進事業（～26日まで）
２４●
金 ・尚円王生誕600年祭チャリティゴルフ大会
２６●
（沖縄ロイヤルゴルフクラブ）

日 ・幼稚園･小･中学校合同運動会
２８●
7 /1 ●
水 ・沖縄離島体験交流促進事業（～3日まで）
土 ・ 新造船進水式
4●
月 ・ 第24回職域ナイターソフトボール大会（～10日まで）
6●

テントを張って、キャンプやビーチで楽しむようす

今年もゴールデン

など
ドーナツボート
ー!!
スリリングで楽し

ウィーク期間中、伊是
名ビ ーチなどでは
キャンプやレジャー
を楽しむ観光客など
で賑わいを見せた。
子どもたちを連れた親子組が多く、島内からも
ジェットスキーを使用した遊びやバーベキューなど
で楽しんでいた。連休期間中は好天に恵まれ、海で
の事故や大きな怪我人もなく、訪れた方は楽しく
休暇を過ごされたようです。

