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村制80周年を祝い、多彩な余興が繰り広げられました。
（7月1日＝伊是名村産業支援センター）

◆ 今月号の主な内容 ◆
村制施行80周年記念事業
戦没者慰霊祭
モズク種苗施設開所式
幼小中合同運動会

伊是名 仲

男
女
計
世帯数

146
117
263
155

田 諸

177
182
359
203

村の人口【計

見 内

243
172
415
241

花 勢理客

97
74
171
84

92
108
200
90

1,408人】令和元年6月30日現在

計 先月比
755人 -10
653人 -5
1,408人 -15
773 -8

伊是名村村制施行80周年
村制施行80周年記念式典・祝賀会
昭和14年7月1日に旧伊平屋村から分村し、
新たに伊是名村としてスタートして80周年
を迎え、
そのお祝いを7月1日午後3時から村産業支援センターで執り行いました。
当日は、多くの村民や郷友会からも名嘉会長はじめ役員、郷友芸能協会のメンバー、
村出身の儀間光男参議院議員、
分村の年の昭和14年生まれの村出身同期生で結成し
ている
「伊志の会」のメンバーも御参加下さり、
お祝いを盛り上げて頂きました。
祝賀会は、
野村流古典音楽伊是名支部と郷友芸能協会の総勢18名による演奏で幕
開けをし、
各字からの演目では、
それぞれの字に伝わる伝統芸能や今風の演目が披露さ
れ、尚円太鼓、舞踊愛好家、村職員の演舞、更に郷友芸能協会の先生方による舞踊も
披露され、
お祝いに華を添えて頂きました。
尚、
これまでの功績を讃え、
次の方々が村功労表彰を受章されました。

自 治 功 労 者 末吉實好、上里政豊、山内靖昭
産業経済功労者 嘉陽 勉、西 昇、
伊是名漁協モズク生産者部会（敬称：略）
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村制施行80周年記念事業 歌碑建立
へつよう

沖永良部島出身の役人・丿葉が、
琉球王府に貢ぎ物を届けに
向かう途中で嵐に遭い、
舟は伊是名島の伊瀬名湊に漂着した。
嵐が治まるまで滞在した際に、島の人々から温かいおもてなしを
受けたことや棚田に映える松並木と村並みが一体となった絶景
に感銘を受け、
この歌を詠んだとされています。
以前は、
ギタラ展望台の側に建てられ、村民には馴染みの歌
碑でしたが、展望台整備に伴い撤去され、
この度、伊是名島人
の心意気を讃え、持てなしの島、
イヒャスーテーの島を後世に伝
えようとの思いで、字伊是名にある体験交流館の側に装いも新
たに建立し、
7月1日に村制施行80周年記念式典・祝賀会に先立
ち、
関係者が一堂に会して歌碑の除幕式を行いました。

ゑにしあらば

い へ や

又も来て見ん 伊是名島
も

田の面につづく 松の村立ち

※本歌の表現は「伊平屋島」
となっていますが、伊是名島のことを謳っていることは間違い
ないこと、
また、当時は伊是名と伊平屋を併せて
「伊平屋島」
と呼んでいたことなどを踏まえ
て、あえて歌碑には「伊是名」
と表記し、
「いへや」
とふりがなをふっています。

幼小中合同運動会
伊是名小学校グラウンドにおいて、２年に
１度行われる幼稚園、小学校、中学校の合同
運動会が開催されました。運動会当日は長く
続いた梅雨も明け、青空がひときわ快晴に感
じられる最高の天気の中、運動会を行うことが
できました。
多くの村民が観覧するなか、
緊張の表情を見
せながらも練習の成果を発揮して、
自信をもっ
て１つ１つの種目を元気よく披露しました。
また、字別リレーや職場対抗リレーなど村民
参加種目もあり、地域一体で盛り上がった運動
会になりました。

６月30日

６月15日

保育所運動会
伊是名村立保育所では、親子ふれあい運動
会が開催され、ダンスやかけっこ運動遊びを
元気いっぱい披露しました。
お父さん、お母さんの姿を見つけて嬉しそ
うな園児たち、演技が始まると緊張して泣い
てしまう園児もいましたが、保護者の方や地
域の皆さんの応援のおかげで、最後まで頑張
ることができました。一人ひとりの成長が確認
できた、楽しい運動会になりました。
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令和元年7・8月合併号

6

月

戦没者慰霊祭が厳かに挙行されました。

23

日慰霊の日に、第

50

回伊是名村

当日は、朝から激しい風雨に見舞われ、急

遽 、慰 霊の塔から 村 産 業 支 援センターロ

ビーに場 所を 変 更して執り 行いました。

天気の悪い中、多くの村民が参列し、戦没

御霊を永久に

者の御 霊 を 慰める と と もに世 界の恒 久

平 和を 願い黙と うが行われ、前田村 長の

式辞、宮城議会議長の追悼のことばに続

き 、小 学 生 及び中 学 生のそれぞれの代 表

者による献花と「平和の詩」
が朗読され、

華と散りにし ますらをの

平和の尊さを訴えました。

分 間の黙

1

また、正午には、村防災行政無線のサイ

レンの合 図で、多 くの村 民が

國のため

と うを 捧 げ、平 和への思いを 強 くしたこ

とと思います。

戦没者慰霊祭

鎮め祀らん

伊是名漁協 モズク種苗施設開所式
伊是名漁業協同組合（仲田吉光組合長）
では、モズクの優良
品種の確保と安定生産に向け、
これまで生産者任せで取り組
んできたモズクの種苗生産を組合主導で取り組むことになり、
勢理客の組合事務所の一角に種苗施設を開所致しました。
沖縄県海洋技術センターと金秀バイオ(株)の協力を得て、
先輩漁家の諸見豊次さんと名嘉治市さんが指導員となり、前
川国清さん、伊禮勇太さん、伊佐川正尚さんの3名が担い手と
して、種苗生産に取り組むことになりました。
今期のモズク生産は、気象条件の悪化等により全県的に不
作で、伊是名漁協でも大幅に落ち込み、今後の安定生産・安定
供給に向け、
この取り組みの成功が期待されます。

教育懇談会が開催される
7月10日（水）、村産業支援センターにおいて令和元年度教育
懇談会が開催されました。昨年度までは、各支部（区）毎に開催
しておりましたが、｢他の支部の意見等も参考にしたい｣との要
望が多かったことなどから、5ヵ字の保護者、教職員が一堂に会
した懇談会となりました。
会では幼・小・中それぞれの取り組みと成果、課題などが説明
され、後半の部ではグループ協議を実施し、教職員、保護者が4～5人の班に分
かれ、それぞれのテーマについて協議しました。多くのご参加を賜ったことか
ら、協議は白熱し、活発な意見が示されました。
学校、家庭・地域、教育行政の3者がより一層の連携を深め、子ども達の健全
育成に努めることを再確認し、教育懇談会は盛況の内に終了しました。

4

次の方々に、
委嘱状が交付されました。

国、
県、
市町村等の行政に関する苦情
の相談に応じて、
必要な助言をします。
総務大臣から委嘱されました。

自衛官募集相談員 伊禮 正隆氏
（仲田）

地域の皆さんから人権に関する相談
を受け、問題解決のお手伝いをします。
法務大臣から委嘱されました。

自衛官の募集に関する相談や活動を行
います。
自衛隊沖縄地方協力本部長及び村長の
連名で委嘱されました。

▼

人権擁護委員 喜納 啓子氏
（諸見）
▼

▼

行政相談委員 高良 精利氏
（内花）

村育英会等へ寄附金贈呈

昭和14年生まれの村出身者で結成
7月12日の(有)尚伸電工伊是名連
「伊志の会」
の代表者が、
7月1日
絡所の新事務所開所式において、 している
前 川 祐 伸 社 長から前田村 長 へ、 の村制施行80周年記念式典・祝賀会に
その際に
「村の人材育成に役
「 村の人 材 育 成に役 立てて下さ 出席され、
」
と、
寄附金15万円を贈
い。」
と、
寄附金50万円が贈呈されま 立てて下さい。
呈されました。
した。

一般寄附金

(株)シビルエンジニアリング（那覇市首里在）の松川靖社長から、10万円の寄附金がありました。

手づくりの
お守りを配布
村商工会女性部が8日に開催された「伊是名漁協ハー
リー大会」の会場で手づくりのお守りを配布しました。
商工会女性部の交通安全普及事業として伊是名駐在
所の野地さんと協力して行ったものです。
とと、
休みに入るこ
子ども達が夏
が
人
る
れ
観光で島を訪
なるので、
増える季節に
いと思い、
し
ほ
て
気をつけ
めて
への思いも込
水難事故防止
。
た
作りまし
性部長）
（名嘉好子女
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伊是名中学校15期卒業生（昭和22年生）
の代
表者が、前田村長を表敬し、
「 村の人材育成に役
立てて下さい。」
と寄附金15万円を贈呈されまし
た。伊禮正勝代表は、73歳の生年祝いを記念して
同期生会を開催した際に、
出席者から寄附を募り、
今回の寄附金贈呈となった旨あいさつされました。

令和元年7・8月合併号

募 集

イチゴハウスで
お仕事しませんか？

村と日本流通システム㈱は、協働事業として、活用さ
れていなかった鉄骨ハウスを整備し、
イチゴ栽培を行っ
ています。運営管理している日本流通システム㈱は、
こ
の度イチゴハウスで働く人を募集しております。
ご興味のある方は、下記までお問い合わせください。

募集概要
雇用形態：正社員 月給：180,000円～220,000円
問い合わせ先：
日本流通システム株式会社 沖縄支店 ☎098-840-2281
URL：https://www.izena-ichigo.jp/recruitment-farmers/

伊是名村役場 ☎0980-45-2001
農林水産課 上原、企画政策課 前川

伊是名村海外短期留学壮行会開催 !!!

７月 11 日

伊是名中学校３年 神里 奈波さん
｢私は、今回の留学に是非参加したいです。
理由は、二つあります。
１つ目は、
自分の視野を広げる為です。留学に行くこと
で、普段の生活とは違う刺激が、得られますし、将来、就きたいなと思える仕事を
見つけるきっかけになると思うからです。
２つ目は、
コミュニケーション能力を鍛えるためです。私は、人見知りが強く、
幼なじみや、仲の良い先輩と話す事が多いので、留学に行くことで、初対面の人
とも上手く話せるように努力します。
私は、英語に慣れるために、洋楽を聞いたり、
アメリカの映画やドラマなどを
見たりしています。何度も同じ音楽を聴くので、歌詞が無くても歌えるようにな
りました。
私は、留学中の際は、
自分から積極的に声かけをすることを頑張ります。
なぜなら、私は相手が声をかけてから話をすることが多いので、
自分から話かけ
るように頑張っていきたいです。
留学から戻って来てからは、学んだことを普段の学校生活や、島立ちした後で
も活かし、
自分から声かけることを続けていきます。
また、英語検定でも、更に上
の級を取得できるよう努力します。｣
海外短期留学研修期間 令和元年７月25日（木）から８月16日（金）
派遣場所 アメリカ合衆国／ワシントン州シアトル近郊
今年で、壮行会、第28回目を迎えると共に47名の学生を米国に派遣しています。
第35回タイムス海外ホームステイ開催
過去34回で、2,990名の中学・高校生を送りだしています。
目的：将来の日本を担う青少年が、異文化体験を肌で感じ外国語の学習と実践を通じて、真の世界
平和樹立に貢献できる人材育成と国際感覚を身につけて頂くことを理念に海外研修を実施します。

７月２日～
７月１１日

職域ナイター
ソフトボール大会

村民にスポーツの楽しさ、喜びを知ってもらい、各
職場間の交流を深めることを目的とした職域ナイ
ターソフトボール大会が村臨海ふれあい公園グラウ
ンドで開催されました。
11チームが参加し、各試合とも珍プレー好プレー
のでる熱戦が展開され、応援席からは子どもたちや
村民の方々の声援が飛び交い、みなさんのはつらつ
とした表情が印象的でした。
決勝戦では両チーム気を緩めることなく接戦が続
き、手に汗握る展開でした。
最後は生産者ユースが逆転で勝利し、初優勝を飾
ることができました。

６月８日

漁協ハーリー大会
毎年の恒例行事となっている「ユッカヌヒー」が行
われ、朝早くから漁業組合各支店の皆さんがそれぞ
れの拝所で酒をお供えして、海の恵みに感謝し、大漁
と海上の安全を祈願しました。その週の土曜日、伊是
名ビーチでは各部門別のハーリー競漕大会が行わ
れ、白熱した戦いを繰り広げました。島で頑張る若者
の勇姿を見ようとおじーやおばー、地域の方が応援
に駆け付け会場は大変盛り上がりました。

生産者ユース優勝！
名嘉

最優秀選手賞
優貴（生産者ユース）

インパクト賞
名嘉 結菜

(チヂン園ファミリーズ)

上江洲

亮（伊是名中学校）

女性ハーリーの部
優勝 勢理客女子会

支部ハーリーの部
優勝 漁協仲田支部
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6月14日
（金）

商工会がクリーンアップ事業
6月10日に制定されている
「商工会の日」事業として、臨海
ふれあい公園北側の「アハシチ」で商工会役員・青年部・女
性部らが海岸の清掃活動を行い、軽トラック1台分のゴミを
集めました。
よく目にするブイや網、海外の漂着物の他、小
型テレビ（ブラウン管）もありました。
また浜では、石積みの
かまどが使用後そのまま放置されていた状態で見つかり、
火は消されているものの、その形を残していました。

フェリーいぜな
尚円の安全祈願祭
梅雨空の下、今期中間検
査を終えたフェリーいぜな

6月24日(月)

尚円の航海安全を祈願しま
した。整備された船体の装
い新たに村内拝所を巡り、
最後に船首（展望デッキ）
に
て行われました。

地域包括支援センターだより
No.2 「ちゃ～がんじゅう体操」
再スタート！
！

毎月1日、15日に開催されている老人会の各字交流ゲートボー
ル、グラウンドゴルフの時に、
「ちゃ～がんじゅう体操」
をして欲しいという要
望があり5月より再スタートしました。
住民福祉課、保健センター、地域包括支援センターの職員で持ち回りで
「ちゃ～がんじゅう体操」
をこれから継続していきたいと考えております。
「ちゃ～がんじゅう体操」
は、全身をほぐす運動から、全身の運動、転倒予
防、さらに認知症予防まで組み込まれた体操となっています。
運動をする習慣をつけることがいつまでもちゃ～がんじゅうでいられる第一歩です。
生活習慣病が原因で40代、50代の働き盛りの人まで介護保険制度を利用している人が増えていっている現状です。

～さあ！
「ちゃ～がんじゅう体操」で年齢関係なくみんなで楽しく体操しましょう‼～

No.3

諸見区の100歳体操におじゃましました！

諸見区の100歳体操、
「諸見アッハッハ88クラブ」
は、平成26
年より始まり今まで休まずに活動し、皆さん自主的に参加されて
いるそうです！凄いです！
100歳体操は、筋力がつきます。筋力がつくと体が軽くなり、動くことが楽
になります。また、転倒しにくい体になるので、骨を折って寝たきりになるこ
とを防ぐことができる体操となっています。
みなさん！活動時間に、諸見区の公民館をのぞいて
みて下さい。

来月は、仲田区と勢理客区の
100歳体操におじゃましまーす！
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毎週火曜日16：00～ 諸見公民館 活動中！
！

令和元年度後期
募集対象者

定

身体障がい者

オフィスビジネス科

求

職

員

７名

者

１３名

募集期間

訓練期間（６ヶ月）

令和元年８月１日

令和元年１０月１日
～

名

～

科

職業訓練生募集

令和元年８月２８日

令和２年３月６日

※①求職者：身体障がい者以外の方。
②入学金、授業料無料（テキスト・検定試験受験料等は自己負担があります）。
③応募の詳細は本校へお問い合わせ下さい。
〈お問合せ〉具志川職業能力開発校

℡：098-973-6680

8月30日（金）は、村・県民税の第2期、
国民健康保険税・後期高齢保険料の第2期納期限です！

30

8月30日(金) ９月30日(月) 10月31日(木) 11月29日(金) 12月25日(水) 12月27日(金)

固定資産税

納期

軽自動車税

納期

村・県民税

納期

２期

３期

国民健康保険税

納期

２期

３期

後期高齢保険料

納期

２期

お問い合わせ

３期

３期

４期

４期
６期

５期

固定資産税・軽自動車税・村県民税について・・・ 総 務 課 45-2001
国民健康保険税・後期高齢保険料について・・・・住民福祉課 45-2819

納税は便利な
口座振替もあります！
納税相談も
お気軽にどうぞ！

※今年度より地方税法に基づき延滞金の徴収を開始しています。納期限までに完納されない場合、
原則として法定納期限の翌日から完納するまでの日数に応じて計算した延滞税（延滞金）を納付しなければなりません。
長い間未納のままだと高額となり、ますます納め辛くなりますのでご注意ください。

「尚円王の里いぜな島応援寄附金」
〜平成 30 年 度

平成30年度、
寄附金16,740,000
円が寄せられ、
そのうち特典及
び 事 務 費 等 を控 除した
11,204,847円を
「尚円王の里い
ぜな島応援基金」
へ積み立てま
した。

ふるさと納 税 実 績 〜

寄附事業名
歴史に学び自然を愛する島づくり事業
資質を誇り、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
合

〜令 和 元 年 度6月

計

寄附金額（円）

基金へ積立

3,140,000
280,000
1,250,000
1,950,000
10,120,000

円
円
円
円
円

1,591,328 円
143,860 円
673,686 円
1,147,981 円
7,647,992 円

16,740,000 円

11,204,847 円

ふるさと納 税 実 績 〜

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。
※事業名を変更しました
氏

名

住所（所在地）

寄附金額

非公表２名

―

円
―
100,000

非公表（ネット申込）5名

―

円
―
430,000

小計

530,000 円
※「－」は非公表希望

寄附事業名
自然環境の保全及び歴史・文化の継承に関する事業
教育活動及び人材育成に関する事業
健康、
社会福祉及び子育て支援に関する事業
産業振興、
生活環境整備及び定住促進に関する事業
その他目的達成のため村長が必要と認める事業
合

計

件数

寄附金額

2
0
1
1
3

20,000 円
0円
10,000 円
10,000 円
50,000 円

7

90,000 円
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労働安全衛生法に基づく令和元年8・9月講習会のご案内
講習会名

受講料

定員

免除無し
28,014円（テキスト代込）

日

時

学科

会

場

学科

8/20(火)9:00～17:00 北部会館3階
8/21(水)9:00～17:00 (名護市宇茂佐の森5-2-7)

小型移動式 一科目免除有り
実技
クレーン運転 25,854円（テキスト代込） 40名 実 技
ネオパークオキナワ
技能講習
8/22(木)9:00～18:00
二科目免除有り
23,694円（テキスト代込）

8/23(金)9:00～18:00
学科

ガス溶接
技能講習

12,084円
（テキスト代込）

40名

職長・安全衛生
責任者教育

実技

9/26(木)9:00～17:00
50名 9/27(金)9:00～17:00

学科

フォークリフト 46,320円
運転技能講習 （テキスト代込）

9/30(月)9:00～18:00
20名

学科

8/26(月)13:00～17:00 北部会館3階
8/27(火)10:00～16:40 (名護市宇茂佐の森5-2-7)
8/28(水)9:30～15:30

会 員 15,972円
（テキスト代込）
非会員 21,372円
（テキスト代込）

（名護市字名護4607-41)

実技

実技

名護商工高等学校
(名護市大北4-1-23)

北部会館3階
(名護市宇茂佐の森5-2-7)

備

考

吊り上げ荷重1t以上
5t未満の小型移動式
クレーンの運転業務
(道路上の走行を除く)
実 技は8/22・23いずれ
か一日です。申し込み順
に決定します。
可燃性ガス及び
酸素を用いて行う
金属の溶接、溶断又は加
熱の業務

建設業、製造業、電気業、
ガス業、自動車整備業、機
械修理業の業種において
職 務に 就くこととなった
職長その他の作業中の労
働者を直接指導又は監督
する者

学科

北部会館4階
(名護市宇茂佐の森5-2-7)

10/1(火)～4(金)４日間 実 技
ネオパークオキナワ
9:00～17:00
（名護市字名護4607-41)
実技２日目からは8：30～

最大荷重１ｔ以上のフォー
クリフトの運 転 業 務（ 道
路上の走行を除く）

※申込みは先着順の受付とし、
定員になり次第締め切らせて頂きます。 ※受講者が少ない場合は、
中止又は延期になる場合があります。予めご了承下さい。
※顔写真1枚（縦3cm ×横2.4cm）必要となりますので申込み時に提出して下さい。

※受付後の申込書と受講料はお返しいたしません。講習日程の振替も行いませんので、
キャンセルや遅刻、
欠席をしないようご注意ください。

お問い合わせ先

(一社)沖縄県労働基準協会 北部支部 名護市宇茂佐の森5-2-7（北部会館 4階）

TEL：
（0980）54-4700 / FAX：
（0980）52-7004

組織の力で中小企業を活性化！～中小企業組合制度について～
沖縄県は99%以上が中小企業で占められています。特に本県の揚合、零細企業が多く厳しい経営状況にあ
る中小企業が多いのが実情です。一人一人の力は弱くても、他社と連携し組合を設立することで協同の力を持
つことが出来れば、この厳しい状況を乗り越え、競争に釘ち勝つことも可能です。また近年は、学生や主婦等
の個人が、創業や雇用機会の確保を目的として設立する企業組合制度も注目されています。あなたも中小企
業組合を設立してみませんか？

【主な組合設立のメリット】
①取引条件の改善、販売促進、資金調達の円滑化、情報・技術・人材・マーケティング等の充実、生産性の向上等
により経営の近代化・合理化を図ることが出来ます。
②沖縄県では中小企業組合のための県単融資制度
（組織強化育成資金）
を設けており、
低利で融資を受けること
が出来ます。
③中小企業者の個々の意見や要望事項を組合でまとめることにより、国
等の施策に反映させることが出来るとともに、組合を通じてより多くの
中小企業施策を利用することが可能になります。
組合を設立したいと考えている方は、お気軽にご相談下さい。

沖縄県中小企業団体中央会

那覇市字上之屋303番地８
☎098-860-2525 FAX098-862-2526
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「青い羽根募金」について
毎年、
「海の日」を中心に７月１日から８月３１日までの２ヶ月間を青い羽根募金強調月間として運動
を展開しています。
この募金は、浴岸海域において、船舶海難・磯釣り・海水浴等での海浜事故が発生した際の人命救助
及びその訓練、機材の購入等に活用されています。村民の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

募金の振込先
金融機関：郵便局
口座番号：01780-5-46048
口座名義：公益社団法人琉球水難救済会

募金先・問い合わせ
公益社団法人琉球水難救済会
那覇市泊3-1-6 泊港北岸３F

☎ 098-868-5940

育英貸与奨学生募集について
令和2年度高校育英貸与奨学生予約採用
（中学校3年生対象）の募集について

平成31年度高校育英貸与奨学生および
高等学校貸与奨学生の追加募集について

募集内容：令和2年4月に高等学校、専修学校高等課
程などに進学を予定している中学校3年生を対象とす
る奨学生の予約募集
応募資格：①沖縄県内に住所を有する者の子弟、②
中学校3年生で令和2年4月に高等学校、専修学校高
等課程などに進学を予定している生徒※①及び②の
条件を満たす者
申込方法：出願書類を中学校から受け取り、学校が定
める提出期日（概ね9月下旬頃）までに中学校へ提出
問い合わせ：在学している学校の奨学金担当者

募集内容：高等学校、専修学校高等課程などに在学
している生徒を対象とする奨学生の追加募集
応募資格：①沖縄県内に住所を有する者の子弟、②
高等学校、専修学校高等課程などに在学している生
徒※①及び②の条件を満たす者
申込方法：出願書類を学校から受け取り、学校が定
める提出期日（概ね9月中旬～下旬頃）までに学校へ
提出
問い合わせ：在学している学校の奨学金担当者

公益財団法人沖縄県国際交流・人材育成財団 ☎098-942-9213 FAX：098-942-9220
〒901-2221 沖縄県宜野湾市伊佐4丁目2番16号 担当：奨学課 玉榮

消費税率引き上げへの準備はできていますか？
今年、10月から飲食料品と新聞を除き消費税率は10％へ引き上げられます。スー
パー、ドラッグストア、小売店、飲食店等で、飲食料品とその他の商品を販売する場合の
消費税率は、軽減税率（8％）と標準税率（10％）の複数税率になり、レシート、領収書、請求書には、税
率ごとに合計金額を記載する必要があります。このため、経済産業省では複数税率対応レジ等への買換
え購入・改修経費への補助を実施しています。補助金を利用する場合は、申請期限があります。
今、お使いのレジは複数税率に対応しているか、早めのご確認と準備をお願いします。また、中小・
小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援する「キャッシュレス・消費者還元
事業」への参加受付も実施しています。

【お問合せ先】 内閣府沖縄総合事務局経済産業部
■消費税軽減税率、レジ補助等について
消費税転嫁対策室 ☎098－866－0035 ＦＡＸ：098－860－3710
Ｅメール：oki-tenkataisaku@meti.go.jp
■キャッシュレス・消費者還元事業について
商務通商課 ☎098－866－1731 ＦＡＸ：098－860－3710

詳しくはこちらをご覧ください。
経済産業部HPへ
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伊是名村プレミアム付商品券を発行いたします！
2019年10月に予定される消費税率10%への引上げに伴う対策として、住民税非課税の方や子育て
世帯の消費に与える負担の影響を緩和し、地域における消費の喚起と下支えを目的として、25%のプ
レミアムが付く伊是名村プレミアム付商品券事業を行います。

購入対象者…対象者（対象予定者含む）には、村から案内を郵送します。
（１）住民税非課税の方
2019年度で住民税非課税の方

（２）子育て世帯

（2019年1月1日基準）

（住民税課税者と生計を同一にする配偶者、
扶養親族及び生活保護受給者は除く。）
８月以降に対象者へ申請書を郵送します。
（※申請が必要となります。）
（ご提出いただいた申請書を審査後、該当者
には商品券の購入引換券を郵送します。）

お問合せ先
令和元年度

場所

2016年4月2日から2019年9月30日の間に
生まれたお子さんのいる世帯の世帯主。
９月以降に対象世帯主へ商品券の購入引換
券を郵送します。
（※申請は不要）

※両方の要件に該当する方は両方とも対象になります。
※対象か否かはこちらをご確認ください。
内閣府＿https://www.02premium.go.jp/check/

伊是名村役場企画政策課

☎0980-45-2001

専門家が教える！筋トレ＆健康講話

産業支援センター

時間

健康運動教室

午後６時30分～

※場所は変更になる可能あり。防災無線にてお知らせします。

講師

佐久川

第1回目
第2回目
第3回目
第4回目
第5回目
第6回目
第7回目

大 先生（健康運動指導士・管理栄養士）

日 程
7月16日(火)
7月30日(火)
8月28日(水)
9月24日(火)
10月29日(火)
11月26日(火)
12月24日(火)

内 容
新しい高血圧の新常識
脂質異常症（高脂血症）への対策
糖尿病を正しく理解する
話題のCKD（慢性腎不全）
高尿酸血症（痛風）は痛いだけじゃない
心筋梗塞を正しく理解する
脳卒中を正しく理解する

問い合わせ先

保健センター
☎45-2137

上記の講話に加え、有酸素運動、筋トレ、ストレッチ、歩き方、バランス運動など様々な運動を実践します！
体重を減量したい方、運動不足を感じる方はぜひご参加ください♪
※動きやすい服装で、室内シューズとタオルをご持参ください！

宝 くじ 助 成 金 で 備 品 を 整 備 し ま し た
宝くじ普及広報活動事業の一環として、
（財）
自治総合センターの宝くじ助成事業により、各区のコミュニティ活動が
活発に図れるように、備品が整備されました。区民のみなさん、
コミュニティ活動に活用してください。
備品名
勢理客区
ビニール提灯（尺丸27cm×30cm）
パッケージエアコン（PA-P160T6HN)
仲田区
移動式音響機器システム
諸見区
舞台用音響機器システム
省エネ製氷機（IM-35-1アンダーカウンター）
芝刈機
（HRC536HONDA）
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数量
60 帳
1 台
1 式
１式
1 台
1 台

いぜな
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第29回やんばる駅伝競走伊是名島大会
第29回やんばる駅伝競走伊是名島大会（主催：やんばる駅伝実行委員会）が、5月25日
（土）、臨海ふれあい公園
グラウンドを発着点とし、島内を約3周する9区間43.2㎞のコースで開催された。

大会は北部12市町村（伊是名村2チーム、名護市3チーム）に、鹿児島県から与
論町を加えた、16チームが参加、梅雨の合間の晴天の中、チームの威信を懸けた
熱いレースが展開された。
伊是名チームは地元大会ということもあり、
「地元大会を盛り上げることと若手
選手の育成」を目的として、Ａ、Ｂの2チームを結成し大会に臨んだ。数年前から
「地元伊是名島で優勝する」
ことを目標に、選手は各自練習に励み、
また、大会1ヵ
月前には、合同練習を兼ねて、読谷村で行われた駅伝大会にも参加し、
目標に向け
取り組んできた。
Ａチームのレース展開は、序盤から大混戦の上位争いに食らいつきながら粘り
の走りを見せ、一時は7位まで順位を落としたが、中盤から徐々に巻き返し4位に、
終盤の8区では先頭の背中も見え
「行けるぞ」
と3位まで追い上げたが、最後は奮闘
実らず、4位という結果でゴールした。
しかし、昨年度まで、1位と8分差あったタイム
が、4分差まで縮められたことは、選手一人ひとりの頑張りであり、大きな成果で
あった。
Ｂチームは、大半を地元在住者で構成し、殆どの選手が初出場という状況で
あったが、
「10位以内を目指そう」
と意気込んでスタートした。1区の下地三保子選
手は、掲げていた目標を上回るタイムで11位と健闘した走りを見せ、エース区間で
ある2区潮平健選手、3区諸見伊音選手とタスキを繋いだ。
しかしエース区間はレ
ベルが高く、順位を落としてしまったが、地元の温かい声援を背に受け、粘り強く走
りタスキを繋いだ。5区の前田辰也選手、7区の宮原裕子選手も目標タイムを上回る
走りを見せ、9区アンカーの仲田琢哉選手は給水を受けられないというアクシデン
トで意識朦朧とする中、最後まで諦めず走り、大声援で迎えられゴールした。
Ｂチームの伊禮伸吾監督は、
『最下位という結果であったが、初出場の緊張や
地元大会というプレッシャーの中、選手は最後まで良く頑張った。暑い中最後まで
応援してくださった村民と、
スタッフのおかげです。感謝します。』
と話していた。Ａ
チームについても、
『悲願の初優勝とはならなかったが、着実に優勝に近づいてい
る。来年こそ。』
と意気込んでいた。
また、
『若い選手に走る機会を与えられたことは
良かった。来年も2チームに編成して臨みたい。
』
と笑顔で話していた。

１区
２区
３区
４区
５区
６区
７区
８区
９区

Ａチーム出場選手 Ｂチーム出場選手

一般女子
一般男子
一般男子
40代男子
一般男子
50代男子
一般女子
30代男子
一般男子

内兼久 美幸
宮城 郁実
名嘉 正矢
末松 隆二
名嘉 琢矢
野村 竜希
末松 愛華
前里 慎吾
高良 和希

下地 三保子
潮平 健
諸見 伊音
伊禮 勝則
前田 辰也
名嘉 秀信
宮原 裕子
東江 信治
仲田 琢哉

広報発行遅延のお詫び

村広報の発行が遅れ、
ご愛読頂いている村民、県内外の郷友の皆様等にご迷惑をおかけしていることを深くお詫び申し上げます。
また、今回は、７月号及び８月号の合併号となりましたこと、
ご了承下さいますようお願い申し上げます。
訂正

広報いぜな6月号／P6「尚円王の里いぜな島応援寄附金」に誤りがありました。
氏名欄における前田睦美は、正しくは前田睦己であります。訂正して、お詫び致します。

8 ～9
月

土 ・尚円王まつり
8/3 ●
日 ・尚円王まつり
4●

月の行事予定
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水 ・旧七夕
7●
火 ・旧盆
13 ●
水 ・旧盆
14 ●
木 ・旧盆
15 ●
土 ・ウンザミ
17 ●
日 ・シヌグ
18 ●
月 ・二学期始業式
26 ●
金 ・トーカチ
9/6 ●
土 ・村一斉清掃
7●
日 ・柴差し
8●
月 ・イルチャヨー、ティルクグチ
9●
火
10 ●・旧八月豊年祭
金 ・十五夜、村敬老会
13 ●

ご結婚おめでとう
潮平 光一・りか（旧姓：真栄田）
平成 31 年４月 24 日入籍
我が家のニューフェイスです。よろしくね

高良

たけりゅう

武辰 くん

令和元年5月２8日生
り

く

父‥武

（ニ男）
母‥美咲

と

入江 里空斗 くん （ニ男）

令和元年6月11日生

潮平

父‥恒

母‥亜弥

いすず

偉鈴 くん

令和元年6月２２日生

父‥和也

（四男）
母‥絵梨香

