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自然と歴史が織りなす 尚円の里 伊是名島

第７回いいな運天港いちゃり場まつり

三村交流事業記念に三村の特産品の酒をクース甕に詰めました。左から喜屋武治樹今帰仁村長、前田政義伊是名村長、伊礼幸雄伊平屋村長＝10 月 26 日（土）今帰仁村運天港内緑地公園

◆ 今月号の主な内容 ◆
中学生職場体験学習
日高交流
離島フェア2019
第７回いいな運天港いちゃり場まつり

伊是名 仲

男
女
計
世帯数

145
116
261
153

田 諸

178
180
358
199

村の人口【計

見 内

245
169
414
244

花 勢理客

94
76
170
82

94
108
202
91

1,405人】令和元年10月31日現在

計 先月比
756人 3
649人 -4
1,405人 -1
769 1

中学生職場体験学習！！
11月11日（月）から15日（金）までの5日間の日程で、中学2年生を対象に沖縄本島内各事業所にて職
場体験学習が実施されました。この学習は、「勤労の尊さや職業生活の厳しさを体験することで社会人と
しての質を高める」、「これからの『自分の生き方』について考える」、「電話のかけ方、あいさつの仕
方、手紙の書き方など社会的マナーを学び実践する」ことを目的に毎年実施しています。
今年も、5月から「自分を理解する」ことから始まり、「自分を理解した上でどういう職業を体験してみ
たいか。」を考え、「履歴書の書き方」や「モノレール・バスの乗り方」、受入れ事業所との事前打ち合
わせを体験しました。10月には高山アイコさん（一般社団法人日本バトン協会終身名誉会長）による「マ
ナー講習」も受けました。
職場体験では、宿泊先から職場まで事前に調べたルートで公共交通を利用して出勤しました。事前に学
習したとは言え、慣れないことに戸惑い、道も間違えながらも到着。ホッとする間もなく、職場のスタッ
フに挨拶及び自己紹介をし、職業体験。働く大人達とのコミュニケーションの中で刺激を受け、働くこと
の楽しさ・大変さや苦労を実感することができ、夜はグッタリ爆睡した中学2年生。両親への感謝の気持ち
が生まれた生徒もいました。
職場体験の最終日には、島出身の会社経営者等
の情報交換を目的に開催される「アハラ会」の皆
さんに招待され、「これから進学、就学と親元を
離れて歩んでいく後輩たちへ」の激励の言葉と美
味しいディナーをご馳走して頂きました。生徒た
ちは先輩達を前にそれぞれ「将来の夢」を発表し
ました。
支えてくれる皆さんの厚意に感謝し、それぞれ
の想い描く未来に向かって突き進んで下さい(^^)
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令和元年度「日高小学校・伊是名小学校相互交流事業」

～北と南の子ども達が交流を深めた～
令和元年11月6日
（水）7日
（木）
に、北海道日高小学
校児童8名（他 引率者3名、添乗員1名）が、伊是名島
の大自然や小学校との交流のため本村を訪れました。
仲田港での歓迎セレモニーで迎えられた一行は、伊
是名小学校で給食を食べた後、伊是名小学校6年生と
共に伊是名ビーチで、バナナボート・シーカヤック体験、
遊泳等を楽しみました。
うみんちゅ
子ども達が楽しんでいる間、保護者は、海人から提供
して頂いた島魚や伊勢えび、
サザエを調理したり、
モズク
や海ぶどう等を使ったウチナー料理を心を込めて準備
していました。
夜は、伊是名公民館にて交流会が開かれ、保護者が
準備した美味しい島の幸を堪能しながら談笑し、食事
後は、
児童によるダンスで盛り上がりをみせました。
翌日は、
バスで島内巡りを行い、伊是名小学校6年生
が案内し、
島の魅力を伝えていました。
その後、伊是名小学校にて、児童全員と全体交流会
が行われ、1年生のダンスから6年生のエイサーまで、各
学年が出し物を披露し、
日高小学校の皆さんに楽しんで
頂きました。
両校児童は親睦を深め、来年1月に今度は北海道日
高にて再会することを誓いました。

10/27

おもしろ 科学教室 in

伊是名

沖縄県総合教育センターによるおもしろ科学教室が幼児、児童、保護
者の方を対象に村産業支援センターにて開催されました。当日は、中学
生も理科教諭と一緒にボランティアスタッフとして参加し、一緒に実験
を楽しみました。
身の回りの自然や科学技術について、観察・実験、ものづくりを通し
て実感を伴った理解を図り、科学に対する興味・関心を高めることを目
的とし、化学、物理、地学の各分野に分かれて授業が行われました。化
学ブースでは身近なもので電池の製作を行い、物理ブースでは物理現象
を利用したスプーン曲げ等、地学では3Dメガネを使って見るステンド
グラス製作を行いました。参加した児童達は熱心に話を聞き、見たこと
のない現象に驚いた様子で授業を受けていました。
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令和元年12月号

子ども議会！！
未来を担う子どもたちに、議会制民主主義や政治への関心

を深めてもらうことなどを目的として、
10 月 24 日
（木）第 1 回
伊是名村こども議会（主催：伊是名村教育委員会 共催：伊
是名村議会、伊是名中学校）が開かれました。

伊是名中学校生徒から日頃感じていること、思うことなどを

取りまとめ、その中から 3 年生が伊是名村をよりよくするた

めの質問をそれぞれ考えました。

夏休みには、
「一般質問の書き方」
や
「専門用語」等を現職の

村議員の皆さんに教えてもらいました。その時の表情は、い

つも無邪気な生徒たちからは想像できないほど、真面目な表
情でした。実際に 9 月定例議会も傍聴し、議場の雰囲気や議

員さんの様子なども学びました。社会の授業では、議会制民

主主義について学びました。議会のリハーサルも重ねました。
そして本番当日、村民や保護者、後輩たちが見守る中、議事

進行や質疑を大きな声で堂々と行うことができました。子ど

も達の未来の姿が目に浮かぶような、頼もしく嬉しい時間と
なりました。子ども達にとっても、授業で習っていることを実
際体験し、
より理解が深まったのではないでしょうか。
今後の子ども達の活躍に期待です。

保育所お遊戯会！！
11月16日
（土）
保育所お遊戯会がありました。0歳児から3歳児クラスまで、保育活動の中で遊びを通し
て学び、練習を重ねてきました。0歳児クラスの手遊びでは、会場が赤ちゃんの可愛らしさに笑い、癒しに包
まれました。各クラス緊張して泣く子もいましたが、保護者の姿を見つけると、劇遊びや踊り、オペレッタを
一生懸命頑張りました。
2歳・3歳児による縦割り保育では、地域行事ウンナーの相撲を取り入れて楽しみました。おじーおばーか
らは熱い声援が飛び交い、男の子たちは堂々と
「どすこーいどすこーい」
四股
（しこ）
を踏み勇ましく戦いま
した。また、女の子たちは、地域で活動されているフラダンスを取り入れ、可愛い衣装を着け優雅にダンス
を披露しました。
それぞれ年齢に合わせていろいろなお遊戯があり、見る人を楽しませていました。
「いっぱい遊んで、いっぱい食べて、いっぱい眠ってすくすく大きくな～れ伊是名っ子(^^)」
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離島フェア2019

～うちなーの“じょーとーむん”
が大集合！～

11月15日（金）から11月17日
（日）にかけて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。
今回の離島フェアは県内18 市町村から約120 事業所参加しており、
伊是名村からは、伊是名漁業協同組合・JA 伊是名支店・
（資）
伊是名酒
造所・LLC島の元気研究所
（太陽食堂）
の 4 社が特産品販売・離島食堂
として出店しました。
初日に行われたオープニングセレモニーでは、
村から来賓として前
田政義村長、村のゆるキャラとして尚円くんが参加し、離島フェアの
幕開けを飾りました。
また、流通商談会では、伊是名漁協が参加し、特産品 PR を行いま
した。
来場者は３日間を通して 136,237名あり、
多くの来場者が伊是名村の
ブースに訪れ、初日で売り切れた商品や最終日に全部完売の出展者
なども見られ賑わいを見せていました。

令和２年度 伊是名村職員採用候補者試験
伊是名村職員採用候補者試 験を、次のとおり実施します。
１．職種：ア 一般行政職（事務職）
２．受験資格：
ア 高等学校卒業以上（令和２年3月卒業見込みの者
含む。）又は同等以上の学力を有する者。
※昭和60年４月２日以降に生まれた者
３．採用予定数：若干名
● 面接試験
４．試験種目： ● 教養試験(小論文を含む)
５．願書受付：
● 期間：令和元年12月9日
（月）～令和２年1月10日（金）
※土曜日、日曜日、祝祭日は除く
● 時間：午前8時30分～午後5時
※郵送による受付可（消印有効）

６．提出書類（各1通）
：次の書類を添付すること
● 伊是名村職員採用候補者試験申込書
（写真添付）ダウンロード
● 伊是名村職員採用候補者
（健康診断書）ダウンロード
※保健所、公共医療機関30日以内のもの
● 卒業証明書
（卒業見込み証明書）
● 住民票抄本
（本籍記載のもの）又は戸籍抄本
● 普通自動車運転免許証の写し
● 各資格等免状の写し
７．試験実施：
● 試験日：令和２年２月９日
（日）午前9時～
８．試験場所：伊是名村産業支援センター
９．問い合わせ：伊是名村役場総務課
☎０９８０－４５－２００１

令和２年度 伊是名村職員採用（選考）試験
伊是名村職員採用候補者試 験を、次のとおり実施します。
１．職種：ア 保育士
２．受験資格：
ア 保育士の免状を有する者又は令和２年3月までに
保育士の登録を受ける見込みの者。
※昭和55年４月２日以降に生まれた者
３．採用予定数：若干名
４．試験種目：面接試験
５．願書受付：
● 期間：令和元年12月9日
（月）～令和２年1月10日（金）
※土曜日、日曜日、祝祭日は除く
● 時間：午前8時30分～午後5時
※郵送による受付可（消印有効）
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令和元年12月号

６．提出書類（各1通）
：次の書類を添付すること
● 伊是名村職員採用
（選考）試験申込書（写真添付）ダウンロード
● 伊是名村職員採用候補者
（健康診断書）ダウンロード
※保健所、公共医療機関30日以内のもの
● 卒業証明書
（卒業見込み証明書）
● 住民票抄本
（本籍記載のもの）又は戸籍抄本
● 普通自動車運転免許証の写し
● 各資格等免状の写し
７．試験実施：試験日：令和２年２月9日（日）
８．試験場所：伊是名村産業支援センター
９．問い合わせ：伊是名村役場総務課
☎０９８０－４５－２００１

12月25日（水）は 固定資産税の第3期
12月27日（金）は 国民健康保険税の第4期、後期高齢保険料の第6期納期限 です！ 25 27
2020年

11月29日(金) 12月25日(水) 12月27日(金) 1月31日(金)

固定資産税

納期

軽自動車税

納期

村・県民税

納期

国民健康保険税

納期

後期高齢保険料

納期

2月28日(金)

3月31日(火)

４期

３期
４期
５期

４期

５期

６期

６期

７期

８期

９期

納税は便利な
固定資産税・軽自動車税・村県民税について・・・ 総 務 課 45-2001
口座振替もあります！
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、

お問い合わせ

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」
〜令 和 元 年 度10月
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。
氏

名

住所（所在地）

寄附金額

非公表2名

―

90,000 円

非公表（ネット申込）7名

―

570,000 円

合 計

660,000 円

ふるさと納 税 実 績 〜
寄附事業名

件数

寄附金額

自然環境の保全及び歴史・文化の継承に関する事業

5

550,000 円

教育活動及び人材育成に関する事業

1

10,000 円

健康、
社会福祉及び子育て支援に関する事業

2

90,000 円

産業振興、
生活環境整備及び定住促進に関する事業

0

0円

その他目的達成のため村長が必要と認める事業

1

10,000 円

9

660,000 円

※「－」は非公表希望

正月1日『フェリーいぜな尚円』
運航時刻について
正月元日の運航は、下記のとおり 1 便のみの運航となり
ます。なお、2 日からは平常運航となりますのでお間違えの
ないようご確認下さい。ご利用される皆さまのご理解ご協
力よろしくお願いします。

伊是名発：9時00分
お問
合せ

観光振興課
仲田港ターミナル
運天港連絡事務所

運天港発：10時30分
☎45－2534
☎45－2002
☎56－5084

広報発行遅延のお詫び

ご愛読頂いている村民、県内外の郷友の皆様へ、村広報10月号、
11月号及び1２月号の発行が遅れ、御迷惑をおかけしていることを深
くお詫び申し上げます。
今後は、毎月の定期発行を守り、村民及び愛読者の皆様にお届け
できるよう取り組んで参ります。

合

計

令和２年 伊是名村新春の集い
主催

伊是名村商工会

共催

伊是名村 / JA伊是名支店
伊是名漁業協同組合 / いぜな島観光協会

日時

令和2年1月8日（水）午後6時～

場所

伊是名村産業支援センター

会費

男性 3,000円 女性 2,000円

お問い合わせ

伊是名村商工会

☎45-2475

令和元年分確定申告期における税務署等の
閉庁日対応の実施について

1 閉庁日対応を実施する税務署等

沖縄国税事務所沖縄県合同会場〈那覇・北那覇署〉

2 閉庁日対応を実施する日
令和2年2月24日（月）及び3月1日（日）
3 対応業務
確定申告書用紙の配付、申告相談、
確定申告書の収受及び納付相談
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情 報 コ ー ナ ー
伊是名村さとうきび生産農家の皆様へ （令和元年11月6日現在）

「ツマジロクサヨトウ」に注意！ 県内各所で
発生中
・10月には伊平屋村及び多良間村の夏植さとうきびで被害あり
・10月末には伊是名村内防風垣用ソルゴーで被害を確認
（防除済み）

村内でも確認されました！ 多発すると被害が大きくなるおそれがあります！
！
ツマジロクサヨトウの特徴
①飛翔距離が長い

幼虫の食害によるサトウキビへの被害（多良間村提供）

②繁殖力が強い

・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

【伊是名での実例】

捕獲した幼虫

問合せ先
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食害された葉身
（穴だらけ）

幼虫は葉鞘に潜む

葉鞘内の多量の糞

早めの対応で被害を最小限に抑えましょう！

老齢幼虫

● 植付け時散布の粒剤効果が切れ始める生育1.5～2ヵ月後に
被害が拡大する可能性があります！
● 被害防止のため ①植付時、
平均培土時の粒剤施用
②降雨の少ない時期の液剤散布 等を実施し、
防除して下さい。

伊是名村役場農林水産課 TEL：0980-45-2004
伊是名村駐在普及員
JAおきなわ伊是名支店製糖工場農務課 TEL：0980-45-2909

令和元年12月号

TEL：0980-50-7009

いぜな

広報

IZENA
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2019

地域包括支援
センターだより

No.６

９/27（金）

諸見アッハッハ８８クラブ
チヂン園敬老会へ

諸見区の豊年祭にて諸見アッハッハ８８クラブのメンバーが行っ
チヂン園敬老会に余興出演依頼がき
た余興が大好評で、
ました。
「憧れのハワイ航路」
「松の木小唄」
の曲に合わせて余興を披露
しました。
知っている曲に、
チヂン園のみなさんも手拍子！ノリノリ
で楽しそうにされていました。
余興が終わった後は、
おいしい手作りお昼ご飯
（敬老会特別弁当）
と共にチヂン園職員による
余興など最後まで敬老会を楽しみました。

第7回いいな運天港いちゃり場まつり

10月26日(土)運天港(緑地公園)において、第7回いいな運天港いちゃり場まつり
（三村交流事業）
が開催されました。
当日は、
天候にも恵まれ、
伊平屋村、
伊是名村のフェリーをチャーターして行なわれる
羽地内海遊覧は、
多くの参加者が乗船し、
遊覧を楽しんでいました。
ステージでは、
村関係者の、
「尚円太鼓｣
「伊禮俊一さん」
が出演し、
会場を大いに盛り上
げ、
また、
三村特産品の展示販売やマグロの解体ショー、
最後には花火が上がり、
祭りを
締めくくりました。

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
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1

月～

月の行事予定

日 ・ウェータイ（鬼餅）
12/８●
木 ・伊是名村教育の日（生涯学習発表会）
１２●

日 ・幼・小・中合同学習発表会
15 ●
火 ・幼・小・中２学期終業式
24 ●
水 ・固定資産税3期納期限
25 ●
金 ・官公庁御用納め／国民健康保険税4期納期限
27 ●

／後期高齢保険料6期納期限
水 ・元日／船興し／伊是名村｢一足早い成人式｣
1/1 ●
月 ・官公庁御用始め／幼小中3学期始業式
6●
／製糖工場操業開始式

火 ・モズク操業祈願祭／出初め式
7●
水 ・伊是名村新春の集い
8●
月 ・成人の日
13 ●
木 ・十六日祭
16 ●
木 ・小学校持久走大会
23 ●
金 ・文化財防火訓練
24 ●
土 ・伊是名村郷友会新年会
25 ●
金 ・村・県民税4期納期限／国民健康保険税5期納期限
31 ●
／後期高齢保険料7期納期限

