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村の人口【計 1,371人】令和2年8月1日現在
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◆ 今月号の主な内容 ◆

保育所にて

・カジマヤー祝
・自然体験学習
・村自慢ポスター



3 令和2年9月号

　７月24日、字勢理客出身で前参議院
議員の儀間光男さんが村役場を訪れ、と
伊是名村・伊是名村育英会・特別養護老
人ホームチジン園へそれぞれ寄附金を
贈呈した。
　儀間氏は、昨年７月の参議院議員の任
期満了に伴い、約50年に亘る政治家とし
ての第一線から勇退され長い間、ご支援
下さった村民に感謝の意を含めこの度の
寄付金の贈呈となりました。

寄附金贈呈寄附金贈呈

　伊是名中学校では、保護者・消防団・漁協関係者
協力の下、伊是名島の南に位置する無人島“屋那覇
島”において自然体験学習が行われました。真夏の
太陽が照り付ける1日となりましたが生徒達が協力し
て沖釣り・潮干狩りでたくさんの魚や貝を捕り、自分
たちでかまどを作り、調理して、絆を深めながらお昼
ご飯を食べました。普段の学校生活ではできない体
験ができて、生徒達のキラリと光る満足そうな笑顔
がみられた。

７月１９日　自然体験学習を開催・『大自然が育む 豊かな食材』７月１９日　自然体験学習を開催・『大自然が育む 豊かな食材』

　伊是名村で自慢が出来る場所や食材を小学５年生の子供達が
手作りポスターにしてターミナルやJAスーパ―等に掲示されてい
ます。ポスターには、好きな理由やク
ラスメイトから好きなものを聞いて
ランキングを作ったりと子供達の
「伊是名島の良いところを知っても
らいたい！」という強い思いが詰まっ
ておりとても素敵な作品となってい
ますので立ち寄った際にはぜひご
覧下さい！！

村自慢のポスター各事業所・JAスーパーにて掲示！！村自慢のポスター各事業所・JAスーパーにて掲示！！

ゴミ拾いをしている様子みんなで食事

魚を捌いている様子
魚ゲット

　村内で見つけたある日の写真の１コマ。この空き缶やペットボ
トルは道に迷ったのでしょうか。
　なんて冗談をいっている場合ではありません。必ずしも私たち
村民がポイ捨てをした訳ではありませんが掲載させていただき
ます。
　村民の皆様によるボランティアでの草刈り作業や清掃作業が
行われているにもかかわらずこのような実態があるのは残念で
なりません。捨てる人居れば拾う人が居るというのは理不尽かも
しれません。ですが、これまで同様にボランティア活動を根気よ
く続けることでポイ捨てがなくなる日がやってくるに違いありま
せん。村民一丸となって頑張りましょう！！

ポイ捨て禁止

村内で見つけたある日の
写真の１コマ
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　今年は、新型コロナウイルス感染症
対策のためスナイ・綱引き・東西に分か
れてのムラガーイは中止となったが神ア
サギ等において御願とガーイを区長・議
員及びその他関係者のみで行われた。
東江吉美区長は「ウンナ―が中止（スナ
イや綱引き）になったのは今回が初めて
だが、米の豊作と区民の健康を祈願し
た。来年は、区民をはじめ島内外みんな
で盛り上げていきたい。」と語った。

8月14日（旧6月25日） 

諸見区ウンナー規模縮小で実施

　字仲田の泉トミさんのカジマヤー祝いが行われました。パ
レードでは各字公民館前において区民総出のカチャーシーで
出迎えました。また、区民は風車やタオルを貰い長寿をあやか
り、なか川館で行われた祝宴では、島内外の親戚をはじめ地
元の方々が大勢駆けつけ祝福し、エイサー等の余興で賑やか
に楽しみました。

カジマヤー祝
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経営継続補助金
7月31日版

農林漁業者の
みなさまへ

目        的        新型コロナウイルス感染症の影響を克服するため、感染拡大防止対策を行いつつ、販路の回復・開拓、生産・
                    販売方法の確立・転換などの経営継続に向けた農林漁業者の取組を支援します。

対  象   者        農林漁業者（個人・法人）※常時従業員が20人以下    ※支援機関（下記）の支援を受けることが必要です。
補助上限額　   ・単独申請　150万円　　・グループ（共同）申請　1,500万円

①経営継続に関する取組に要する経費
①機械装置等費　②広報費・展示会等出展費
③旅費　④開発・取得費　⑤雑役務費
⑥借料　⑦専門家謝金・専門家旅費
⑧設備処分費　⑨委託費・外注費　

②感染拡大防止の取組に要する経費
①消毒費用　②マスク費用　③清掃費用
④飛沫対策費用　⑤換気費用
⑥その他の衛生管理費用　⑦ＰＲ費用

補助率 3/4
補助上限額 100万円

補助率 定額
 補助上限額 50万円

＜補助の対象となる経費（単独申請の例）＞

・使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
・令和2年5月14日以降に発生し、事業期間中（原則、令和2年12月末まで）に 支払が完了した経費
・証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

A：接触機会を減らす生産・販売への転換に要する経費
（例１）作業員間の接触を減らすための省力化機械等の導入※

（例２）作業員間の距離を広げるための作業場や倉庫等におけ
るスペース統合やレイアウト変更

（例３）人と人との接触機会を減らす販売方法（ネット販売、無
人販売など）の開始

B：感染時の業務継続体制の構築に要する経費
（例１）人員削減等に備えた　「事業継続計画」の策定
（例２）Web会議システムの導入

補助要件「①経営の継続に関する取組」の補助対象経費の1/6以上を次のいずれかに充てる必要があります。

◀農薬散布用ドローン

◀発情発見装置

◀果実等自動選別機

◀野菜苗移植機

漁船用高機能無線機▶

※接触機会を減らす省力化機械等の例

「支援機関」が農林漁業者の申請や事業の実施をサポートします。

＜問い合わせ先＞　〇沖縄県農業協同組合　伊是名支店　TEL：４５－２２２２                      　〇伊是名漁業協同組合　　　　　　　TEL：４５－２０１８

「支援機関」に指定される予定の機関
●農協・農業協同組合連合会
●森林組合・森林組合連合会
●漁協・漁業協同組合連合会
●農業経営相談所
●６次産業化サポートセンター

＜スケジュール＞
•申請開始　  　   9月中旬目処
•二次受付締切　10月中旬目処
•採択通知         11～12月頃（予定）
•実績報告期限　R3年1月末
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　地域包括支援センターでは、「地域づくり」のサポートを行っています。これからさらに伊是名村が元気になるように
地域のこれまでの繋がりを大切にし、新たな繋がりを支援していきます。みなさんの活動を毎月発信していきますので、
地域で行われている活動（お茶会、ゆんたく会、おすそ分け、物々交換、見守り、趣味・娯楽）をいろいろ教えて下さい。

地域包括支援センターだより

　沖縄県理学療法士協会の上間聖子先生を講師としてお招きし、「生活サポーターと地域づくり」、グループミーティ
ング「ウィズコロナとは？」の研修を行いました。また、生活サポート中に脚・腰を使う事が多いこともあり、サポーター
自身の体を大切にして頂きたいとの思いから「脚・腰のストレッチ体操」を実施しました。
　生活サポーターの皆さんお忙しい中、研修会のご参加ありがとうございました。

7月22日（水）7月22日（水） 生活サポート研修会を開催しました。

ちむぐみかしぃ隊

撮影の時だけ、マスクを外し感染対策でお口チャック！

～現在サポーター登録者26名。新規登録も随時募集しております～

　生活サポーターさんユニフォーム
製作に、本村出身の彫刻家名嘉睦
稔さんにデザインを依頼したとこ
ろ、生活サポーターへすてきなデ
ザインと「ちむぐみかしい隊」と名
称もしていただきました。

名嘉睦稔さんご協力ありがとうございました。

「ちむぐみかしい隊」
～心を込めてお手伝いします～

▲名嘉睦稔さん
デザイン

7月 生活サポート状況（有償ボランティア）
7月　 室内清掃：１件／草刈り：１件／樹木伐採：１件／室内清掃・草刈り：１件／苗植え等：２件

生活サポーターのみなさんありがとうございました。

「コロナ対策！！ 防護服着脱訓練」
　村では、新型コロナウイルス感染の疑い者、感染者が村内で確認された場合の備えて、伊是名診療所平山恭平
医師を講師に招き、新型コロナウイルス感染者の搬送などに関わる消防団や医療従事者、施設職員、船員等を対
象に、防護服の着脱訓練を行いました。
　本村の場合、定期便やヘリ搬送となるため、感染者との接触する時間も長くなることから、搬送者への二次感染
を防ぐため訓練を強化しました。
　これまで、搬送の手順、医師との連携等、業務終了
後研修を行っています。　
　今回で3回目になりますが、村内で感染者が発生し
ないことを願い、島の住民を守る関係者としては緊張
した趣で研修に臨んでいました。

オクラの
とろとろスープ オクラ ５本

たまねぎ 1/2個
たまご 2個
水 800ｍｌ
鶏ガラスープの素 小さじ４
しょうゆ 小さじ１
ごま油 小さじ１

材料（4人分）
①オクラは３～５ｍｍほどの輪切りに、たま
ねぎは薄切りにし、卵は溶いておく。

②鍋に水と鶏ガラスープの素、たまねぎを
入れて火にかけ、沸騰したらオクラを入
れる。

③オクラが鮮やかな色になったら、溶き卵
を入れて静かに混ぜる。
④しょうゆとごま油で味付けをしたら完成。

つくり方

夏の暑さで疲れた胃腸に優しい
スープです!!
オクラは腸内環境を整えて、糖
の吸収を穏やかにしてくれる作用
や悪玉コレステロールを下げる働
きを持っています。
身近な食品でプラス１品
を心がけて野菜をとるよ
うにしましょう!!

毎日１皿の野菜
プラス
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主食（ご飯・パン・麺）+主菜（魚・肉・卵料理）+副菜（野菜
や海藻）を組み合わせた食事を !!

プラス１皿で野菜 350ｇを目標にしましょう !!
お浸しや具だくさんのみそ汁にするのもオススメ♪

おいしく減塩 !!　塩やしょうゆを減らして柑橘類や香辛料をうま
く使いましょう !!

毎日のくらしに乳製品をとりいれましょう !!
牛乳１杯 or ヨーグルト１個をプラスしましょう♪

９月は食生活改善普及運動月間

沖縄県環境衛生週間

①ごみの排出抑制（リデュース）、再使
用（リユース）、再生利用（リサイク
ル）の推進（各種リサイクル法の周知
を含む。）
②清掃の徹底、清潔の保持とごみの散
乱防止に対する県民意義の啓発
③住民の理解と協力による市町村廃
棄物処理事業の推進
④産業廃棄物の減量化と不法投棄の防止等適正処理の推進
⑤浄化槽の適正な管理の推進及び合併処理浄化槽の普及促進 

３Ｒの推進　～運動の目標～

浄化槽維持管理の３大義務

R
Reduce
リデュース
ごみを減らす

R
Reuse
リユース
何度も使う

R
Reuse
リユース
何度も使う

3R

①保守点検（法第10条）
年に3回以上は受けてね！
処理機能は維持させよう！
②清掃（法第10条）
年1回以上実施していますか？
スカムや泥汚れを引き出し処理機能を回復させる効果があるよ！
③法定検査（法第11条）
年1回受けなければいけないよ！
浄化槽の働きが正常に維持されているか検査しよう！

9 24 木 清掃の日 10 1 木 浄化槽の日

3つの約束を
守ってね

●保守点検　●清掃
●法定検査

6

令和３年度 高校育英貸与奨学生予約採用の募集
（公益財団公人沖縄県国際交流・人材育成財団）

消防設備士試験について

※電子申請できます。ホームページをご覧ください！！
https://www.shoubo-shiken.or.jp

一般槽候補生１次・自衛官候補生試験日
令和２年11月１日（日）

試験の種類
甲種（特類、第１種～第５種）、乙種（第１類～第７類）

試験会場
琉球大学共通教育棟、宮古工業高等学校、

八重山農林高等学校

願書受付期間
令和２年９月25日（金）～10月２日（金）

願書配布先
各消防本部予防課、県宮古事務所総務課、

県八重山事務所総務課、
（一財）消防試験研究センター等

お問い合せ先
（一財）消防試験研究センター沖縄県支部

〒900-0029　那覇市旭町116－37自治会館６階
TEL：098-941-5201

自衛官採用試験の募集について

受付期間
令和２年９月10日（木）

試験日
令和２年９月１８日・１９日・２０日の内１日

試験会場
那覇市内又は名護市内

受験資格
１８歳以上３３歳未満の者

注意事項
新型コロナウイルス等の影響により、
内容を変更する可能性があります。

不明な点等は、連絡先までお問い合せ下さい。

連絡先
名称：沖縄地方協力本部　名護地域事務所

住所：名護市宮里４５２－３　名護地方合同庁舎４F
TEL：0980-45-4064

募集内容  令和３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年生を対象としている

                 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３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

お問い合せ 在学している学校の奨学金担当者

令和２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
（公益財団公人沖縄県国際交流・人材育成財団）
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                 ②高等学校等または、専修学校高等課程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）までに提出

お問い合せ 在学している学校の奨学金担当者



情 報 コ ー ナ ー

7 令和2年9月号
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く使いましょう !!

毎日のくらしに乳製品をとりいれましょう !!
牛乳１杯 or ヨーグルト１個をプラスしましょう♪

９月は食生活改善普及運動月間

沖縄県環境衛生週間

①ごみの排出抑制（リデュース）、再使
用（リユース）、再生利用（リサイク
ル）の推進（各種リサイクル法の周知
を含む。）
②清掃の徹底、清潔の保持とごみの散
乱防止に対する県民意義の啓発
③住民の理解と協力による市町村廃
棄物処理事業の推進
④産業廃棄物の減量化と不法投棄の防止等適正処理の推進
⑤浄化槽の適正な管理の推進及び合併処理浄化槽の普及促進 

３Ｒの推進　～運動の目標～

浄化槽維持管理の３大義務
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ごみを減らす

R
Reuse
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何度も使う

R
Reuse
リユース
何度も使う
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①保守点検（法第10条）
年に3回以上は受けてね！
処理機能は維持させよう！
②清掃（法第10条）
年1回以上実施していますか？
スカムや泥汚れを引き出し処理機能を回復させる効果があるよ！
③法定検査（法第11条）
年1回受けなければいけないよ！
浄化槽の働きが正常に維持されているか検査しよう！

9 24 木 清掃の日 10 1 木 浄化槽の日

3つの約束を
守ってね

●保守点検　●清掃
●法定検査



月9 10～ 月の行事予定

9/27
28
30

●日
●月
●水

・イルチャヨー・ティルクグチ
・旧八月豊年祭
・後期高齢保険料第３期納期限
 10/1

9
11
15
30
31

●木
●金
●日
●木
●金
●土

・芋の折目（伊是名区・勢理客区）
・乳幼児健診
・芋の折目（諸見区）
・子ども議会
・国民健康保険税第３期納期限
・地区駅伝競走大会
 

9/30（水）は 後期高齢者の第3期の納期限 です！

4月30日(木) 5月29日(金) 6月30日(火) 7月31日(金) 8月31日(月) ９月30日(水) 10月30日(金) 11月2日(月)

固定資産税

軽自動車税

村・県民税

国民健康保険税

後期高齢保険料

納期

納期

納期

納期

納期

２ 期

２ 期

２ 期 ３ 期
３ 期

３ 期

４ 期

２ 期

１ 期

１ 期

１ 期

１ 期

全期

30

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

お問い合わせ

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！

４ 期

８ 期 ９ 期

４ 期

７ 期

11月30日(月) 12月25日(金) 12月28日(月) 1月29日(金)
令和3年

2月26日(金)2月1日(月) 3月1日(月) 3月31日(水)

５ 期

５ 期

４ 期

６ 期

３ 期

６ 期

　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」

寄附事業名 寄附金額件数

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

円

円

円

円

円

円

6
2
4
0
8

20

～令和2年度7月  ふるさと納税実績～

円

円

円

円

円

氏　名 住所（所在地） 寄附金額

合　　　計
※「－」は非公表希望

170,000
40,000
260,000

0
1,150,000

1,620,000

上原　光明

儀間　光男

非公表2名

非公表（ネット申込）16名

計

    -  

  -

  -

  -

20,000

-         

-         

-         

1,620,000

※令和元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。
※コロナの影響により村税等を一時納付できない場合は、総務課税務係までご相談ください。
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我が家のニューフェイスです。よろしくね

仲 田   有 凛ちゃん（四女）

令和2年7月20日生　父‥雅輝　 母‥まり

ゆう り


