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保育所へ本を寄贈保育所へ本を寄贈

　村立幼稚園では村内の高齢者全員
に手作りメッセージカードを届けま
した。
　例年、村では敬老会が行われ余興
などで高齢者の皆様に感謝の気持ち
を伝えていましたが今年は、新型コ
ロナウイルス感染症予防対策で直接
会っての交流が中止になったためそ
れに代わってイラストとメッセージ
付きのカードを作成し届けてくれま
した。
　前田政義村長の琉歌での激励の言葉が書かれ
たのしを貼って島の特産品と一緒に園児のメッ
セージカードを添えて65才以上の高齢者を対象
に配布した。

９月１５日　「いつまでもお元気でいてね」おじいちゃん・おばあちゃんへメッセージカード９月１５日　「いつまでもお元気でいてね」おじいちゃん・おばあちゃんへメッセージカード

　村立保育所へ高良真伊さん（伊是名
区）より絵本（70冊）の寄贈がありました。
　絵本を受け取った高良さゆり所長は
「はじめての読み聞かせをする１歳児から
ひとり読みのできる子ども達の成長に合
わせて楽しめる絵本を寄贈していただき
ありがとうございます。子供達の情操教育
のために大切に利用させていただきま
す。」と語った。

さない
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　９月12日に伊是名中学校において、バレー部の引退
試合が行われた。
　新型コロナウイルス感染症の流行により、８月開催
予定だった国頭地区夏季体育大会が中止になったた
め、中学３年間の集大成を見せる場として引退試合が
行われた。
　引退試合を行った後は、バレー部によるダンスやス
ピーチを行い、先生・保護者に感謝を伝えた。また、青
年団協議会会長の伊佐川正人さんから引退する３年
生へねぎらいの気持ちを込めて表彰状が送られた。

中学校バレー部村青年団と引退試合を実施中学校バレー部村青年団と引退試合を実施

　伊是名村立保育所では、夏のお楽しみ会として、お化け屋敷体
験を行いました。恐る恐る入ってきた子どもたちはいつもと違う
保育所の雰囲気に泣いている子や先生にしがみついている子も
いましたが途中で逃げ出すことなくお化け屋敷を出ることができ
ました。
　暑い夏を涼しくするお化けたちに出会った後は、みんなでかき
氷をパクリッ!!
　お化けのことを忘れて子どもたちは、無我夢中でかき氷を頬
張っていました。

８月27日　お化け屋敷体験８月27日　お化け屋敷体験
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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

　社協では、週１回高齢者の健康増進・介護予防の一環
で各字公民館にてがんじゅうサロンが行われておりま
す。今回は、「伊是名村体験・交流観光連携施設」（体験
館）にてキャンドル作りに挑戦しているところにおじゃま
してきました。参加した皆様から「楽しい～」「貝殻とか海
の物は全部宝だね、こんな綺麗なものが作れるんだね」
という声が聞かれました。また、出来上がりに拍手をして
いる方もいられました。細かい作業ではありましたが、オ
リジナルのキャンドル作りにみなさん集中して楽しそう
に実施していました。

　諸見区、夏休み期間中ラジオ体操を公民館前で
実施。子供会だけでなく、下は２歳から上も幅広く
地域の方の参加もたくさんありソーシャルディスタ
ンスを保ちながら輪になって体操しました。朝日を
浴びながら、みんなで実施するラジオ体操はとても
最高ですね。

8月 生活サポート状況（有償ボランティア）　室内清掃：２件／草刈り：１件／草取り：１件
生活サポーターのみなさんありがとうございました。

体験館にて、キャンドル作り800～1,000円にて実施しています。（村民価格！）要予約。
詳しくは、体験館にご連絡下さい。☎45-2103（平日9：00～16：00）

サロン（キャンドル作成）

諸見区

放課後ふれあいキッズ放課後ふれあいキッズ

９月【剪紙にチャレンジ】
せん  し

　子どもの居場所づくり事業「放課後ふれあい
キッズ」では、毎週金曜日ものづくり体験が行われ
ております。今回は、県より委託を受けて事業へ参
加している一般社団法人「UTT」の職員の指導で
中国の伝統的な民間芸術である剪紙（折る・切る）
にチャレンジしました。
　指導者の佐渡山先生は、「作成する前は、子ども
達が難しくて飽きてしまうのではないかと不安で
したが、特に男の子が熱心に取り組んでいてサクラ
の花びらやウミガメを作成していて良かった。」と
感心している様子でした。
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さつま芋　１本
冬瓜　　　３００ｇ
鶏もも肉　１５０ｇ
しめじ　　1/2パック
サラダ油　大さじ１
塩　　　　小さじ1/2

材料（4人分） ①さつま芋と冬瓜は１㎝幅のいちょう切りにし、さつま芋は
５分ほど水にさらしておく。
②鍋に油をしいて、ひと口大に切った鶏もも肉に塩、カレー
粉をふって炒める。

③鶏肉に火が通ったら冬瓜・しめじ・水・コンソメを加えて煮
込む。

④冬瓜が透き通ってきたら、さつま芋を加え柔らかくなるま
で煮込む。

⑤調整豆乳を入れ、塩こしょうで味を整えたら完成。

つくり方

秋の味覚、さつま芋やきのこをたっぷり使いましょう♪
食物繊維を含んでいるのでお腹スッキリ効果も期待できます!!

さつま芋と冬瓜の
スープカリー カレー粉　 小さじ１

コンソメ　 小さじ１
水　　　   ３カップ
調整豆乳   200ｍｌ
塩こしょう  少々

●移住した理由は？
　島全体の雰囲気の良さと、この物件の沖縄らしい素
敵な佇まいに魅力を感じ、入居を希望しました。
（奥さん）
　昨年、一人旅で沖縄旅行した際、「やっぱ沖縄ええ
わ～」と思っていたところ、たまたまネットで、この物件
を募集している記事を見つけて申し込んだ感じです。

●移住してみての感想？
　やっぱり海が綺麗だし、道路とか島全体が手入れさ
れていて素敵だなと思いました。
　また、沖縄の古民家はけっこう涼しくて快適です。家
のまわりがフクギに囲まれているので、景観をきれい
に保ちたいなぁと思っています。

●島の行事への参加も含め、地域の担い手として、何
か考えていることはありますか？
（旦那さん）島の行事がどういうものなのか経験して

みないとイメージできませんが、大阪にいた頃もだん
じり祭りに参加していた経験があります。
　特に豊年祭は、とても重要な行事だと考えており、
先の世代へと伝統を守っていかなければならないと思
います。
　私たち家族の振る舞いが、これからの移住者への道
になるとしっかり理解し、地域の一員として参加し、交
流を図っていきたいと思っています！
　わからないことばかりなので、色々と教えて下さい。

●これからやりたいこと
（旦那さん）
　畑を借りることができたら、家庭菜園をやってみた
いです。
（奥さん）
　魚を食べたいので、釣りを覚えたいです！
(お子さん)
　友達たくさんつくりたいです！(^o^)

梅本さん御一家

　伊是名島の皆様！

　伊是名区にあります旧中本家（メーナーカ）へ

引っ越してきました梅本です！

　ゆっくりゆっくりではありますが、地域に

溶け込んでいけたらなぁと思います。

　声かけていただけると嬉しいです！(^_^)

　これから宜しくお願い致します！！

いぜな島

引っ越
しして

きまし
た♪

村民の皆さまへメッセージ
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期　間　令和2年10月24日（土）～10月25日（日）　2日間
時　間　午前10時～午後6時
場　所　パレットくもじ前イベント広場（１階）
　伊是名村からは商工会と伊是名酒造所が出展いたします。新型コロナウイルス感染予防対策のため
物販のみの出展となりますが、本島在住の方や郷友会の多くの皆さんのお越しをお待ちしております。

伊是名村修学援助給付金について
　伊是名村では、16歳以上で高校や大学等(専門学校、専修学校含む)に修学している学生のいるご家庭へ、学生の修学環
境を維持するために必要な経費の一部を支援します。
　本給付金の申請を令和２年11月30日まで受け付けますので、上記に該当する学生のいるご家庭は、修学している事が
分かる「在学証明書」を添付し、申請書と併せてご提出をお願いいたします。
提出書類　①在学証明書  ②給付金申請書    提出期限　令和２年１１月３０日まで  
提出先　　伊是名村教育委員会                  給付金額　１万円        お問い合せ先　教育委員会　０９８０-４５-２３１８

第23回商工会特産品フェア「ありんくりん市」のお知らせ

～新しい働き方・休み方を実践する第一歩として「年次有給休暇の計画的付与制度」の導入を！～～新しい働き方・休み方を実践する第一歩として「年次有給休暇の計画的付与制度」の導入を！～

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。

中小企業事業主の皆さま、パートタイム労働者・有期雇用労働者の皆さま

事業主の皆様へ
　10月は「年次有給休暇取得期間」です。年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組
みましょう。
　また、新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式が求められる中、新しい働き
方・休み方を実践するためには、計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年次有給休暇の
計画的付与制度（※１）や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間
単位の年次有給休暇制度（※２）の導入が効果的です。
　詳しくは、沖縄労働局雇用環境・均等室（☎098-868-4380）にお問い合わせください。

（※1）年次有給休暇の付与日数のうち、５日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り
　　　振ることができる制度です。この制度を導入している企業は導入していない企業よりも年次有給休暇の平均取得率が
　　　平成30年では4.7ポイント高くなっています。
（※2）年次有給休暇の付与は原則１日単位ですが、労使協定を締結すれば年５日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。

　中小企業における「パートタイム・有期雇用労働法」が2021年4月1日から適用となります。
　正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます！

　同一企業内における正社員（無期雇用フルタイム労働者）と、パートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待
遇差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、本年４月から「パートタイ
ム・有期雇用労働法」が施行されました。

非正規雇用労働者（パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者）について、以下の①～③を統一的に整備します。
①「不合理な待遇差の禁止」
②「労働者に対する待遇に関する説明義務の強化」
③「行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続（行政ADR）の整備」

改正のポイント

お問い合せ先　雇用環境・金糖質　０９８-868-4380　那覇市おもろまち2-1-1　那覇第二地方合同庁舎1号館3館
受付時間　      ８時30分～17時15分（土日祝日、年末年始除く）
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　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

4
4
0
1
5
14

～令和2年度8月  ふるさと納税実績～

円

円

円

氏　名 住所（所在地） 寄附金額

合　　　計※「－」は非公表希望

40,000
150,000

0
50,000
190,000
430,000

非公表4名

非公表（ネット申込）10名

計

    -  

  -

  -

-         

-         

430,000

村税等の納税に関するお知らせ
　村民の皆様へ、平素より村税務行政に
ついて、ご理解とご協力賜りまして誠に有
り難うございます。
　村税等には各税目に納付期限がありま
す。納付期限を過ぎてしまうと、「督促手
数料」や「延滞金」といった加算金が発生し
ます。
　督促状が届いた方は、督促手数料が付
いた納付書でお支払いしてくださいますよ
うお願いします。
　下記の各税目納付期限をご参照の上期
限内での納めて頂きますようご案内致し
ます。

お問い合わせ先
伊是名村役場　総務課　税務係

☎ ０９８０－４５－２００１

◆各税目の納付期限◆

第1期 令和2年7月31日 第2期　令和2年8月31日
第3期 令和2年10月30日 第4期　令和2年12月28日
第5期 令和3年1月29日 第6期　令和3年2月26日
第1期 令和2年7月31日 第2期　令和2年8月31日
第3期 令和2年9月30日 第4期　令和2年11月2日
第5期 令和2年11月30日 第6期　令和2年12月28日
第7期 令和3年2月1日 第8期　令和3年3月1日
第9期 令和3年3月31日 
第1期 令和2年6月30日 第2期　令和2年8月31日
第3期 令和2年11月2日 第4期　令和3年2月1日
第1期 令和2年4月30日 第2期　令和2年7月31日
第3期 令和2年12月25日 第4期　令和3年2月26日
第1期 令和2年5月29日 

種　類

国民健康保険税

固 定 資 産 税

軽 自 動 車 税

村 ・ 県 民 税

後 期 高 齢 者
医 療 保 険 料

納付期限

令和2年度　伊是名村「健康運動教室」令和2年度　伊是名村「健康運動教室」
場　所：村産業支援センター
時　間：午後７時～８時30分
講　師：佐久川  大　先生（健康運動指導士・管理栄養士）
対象者：どなたでも参加できます♪
問い合わせ：保健センター　☎45-2137

 　　  日　　時                   内      容

第1回目 令和2年7月21日(火) （終了しました）

第2回目 令和2年9月16日(水) （終了しました）

第3回目 令和2年9月30日(水) （終了しました）

第4回目 令和2年10月21日(水) 姿勢改善ストレッチ＆肩の痛み対策

第5回目 令和2年11月25日(水) 姿勢改善ストレッチ＆股関節痛対策

第6回目 令和2年12月16日(水) 姿勢改善ストレッチ＆まとめ
＊新型コロナウイルス感染症の状況により日程が変更になる場合は、防災行政無線にてお知らせします。

健康維持に！ダイエットに！
生活習慣病予防に！

抵抗力を高める(風邪予防)ために！
運動はメリットだらけ(̂ ♪̂
ぜひ一緒に運動しましょう!!
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期　間　令和2年10月24日（土）～10月25日（日）　2日間
時　間　午前10時～午後6時
場　所　パレットくもじ前イベント広場（１階）
　伊是名村からは商工会と伊是名酒造所が出展いたします。新型コロナウイルス感染予防対策のため
物販のみの出展となりますが、本島在住の方や郷友会の多くの皆さんのお越しをお待ちしております。

伊是名村修学援助給付金について
　伊是名村では、16歳以上で高校や大学等(専門学校、専修学校含む)に修学している学生のいるご家庭へ、学生の修学環
境を維持するために必要な経費の一部を支援します。
　本給付金の申請を令和２年11月30日まで受け付けますので、上記に該当する学生のいるご家庭は、修学している事が
分かる「在学証明書」を添付し、申請書と併せてご提出をお願いいたします。
提出書類　①在学証明書  ②給付金申請書    提出期限　令和２年１１月３０日まで  
提出先　　伊是名村教育委員会                  給付金額　１万円        お問い合せ先　教育委員会　０９８０-４５-２３１８

第23回商工会特産品フェア「ありんくりん市」のお知らせ

～新しい働き方・休み方を実践する第一歩として「年次有給休暇の計画的付与制度」の導入を！～～新しい働き方・休み方を実践する第一歩として「年次有給休暇の計画的付与制度」の導入を！～

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。

中小企業事業主の皆さま、パートタイム労働者・有期雇用労働者の皆さま

事業主の皆様へ
　10月は「年次有給休暇取得期間」です。年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組
みましょう。
　また、新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式が求められる中、新しい働き
方・休み方を実践するためには、計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年次有給休暇の
計画的付与制度（※１）や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間
単位の年次有給休暇制度（※２）の導入が効果的です。
　詳しくは、沖縄労働局雇用環境・均等室（☎098-868-4380）にお問い合わせください。

（※1）年次有給休暇の付与日数のうち、５日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り
　　　振ることができる制度です。この制度を導入している企業は導入していない企業よりも年次有給休暇の平均取得率が
　　　平成30年では4.7ポイント高くなっています。
（※2）年次有給休暇の付与は原則１日単位ですが、労使協定を締結すれば年５日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。

　中小企業における「パートタイム・有期雇用労働法」が2021年4月1日から適用となります。
　正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます！

　同一企業内における正社員（無期雇用フルタイム労働者）と、パートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待
遇差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、本年４月から「パートタイ
ム・有期雇用労働法」が施行されました。

非正規雇用労働者（パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者）について、以下の①～③を統一的に整備します。
①「不合理な待遇差の禁止」
②「労働者に対する待遇に関する説明義務の強化」
③「行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続（行政ADR）の整備」

改正のポイント

お問い合せ先　雇用環境・金糖質　０９８-868-4380　那覇市おもろまち2-1-1　那覇第二地方合同庁舎1号館3館
受付時間　      ８時30分～17時15分（土日祝日、年末年始除く）



月10 11～ 月の行事予定

●月
●月

●火

●水
●金
●日
●金
●月

10/1
9
11
12

13

15
30
31

●木
●金
●日
●月

●火

●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）
・季節性インフルエンザ集団予防接種
　午後1時～6時
・季節性インフルエンザ集団予防接種
　午前9時～11時30分／午後2時～6時
・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
 

11/2
9

10

11
13
15
20
30

・村・県民税3期、後期高齢保険料４期納期限
・季節性インフルエンザ集団予防接種
　午後1時～6時
・季節性インフルエンザ集団予防接種
　午前9時～11時30分
・アラゾーイ
・屋ノ下折目
・国頭地区中学校総合文化祭
・親子ふれあい事業
・後期高齢保険料５期納期限
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令和2年10月1日　国勢調査を実施します

　国勢調査は、令和2年10月1日現在、日本に住んでいるすべての人及び世帯が対象で、行政の基礎となる人口・世帯の
実態を明らかにする、国の最も重要な統計調査です。
　令和2年国勢調査は、人口減少、少子高齢化社会にある日本の未来を描く上で欠くことのできない最新のデータを得
るものです。
　調査結果は、生活環境の改善や防災計画など、私たちの暮らしのために役立てられます。

9月14日から、調査員が世帯を訪問し、インターネット回答利用ガイドと
調査票を配布しています。
≪まだお済でない方は、早めの調査へのご協力をお願いします。≫
※万が一調査票が届いていない場合は、役場までご連絡ください!!

調査へのご回答は
お済みでしょうか？

※調査票への記入は、必ず黒の鉛筆でお願いします。

※インターネットで回答いただいた世帯は、紙の調査票の提出は不要です。紙の調査票には何も記入せず、他に使わ
れないように廃棄してください。

　パソコン・スマートフォンからの回答は
10月7日(水)までです。
　それ以降は、紙の調査票での回答を
早めにお願いします!!

◆国勢調査コールセンター（有料）
【電話】0570-07-2020　【IP電話】03-6636-9607
設置期間：令和2年10月31日(土)まで
受付時間：午前8時～午後9時　（土日・祝日もご利用できます）

●調査員をはじめとする国勢調査に従事する者には、統計法に基づき、個人情報を保護するための厳格な守秘
義務が課せられています。

●国勢調査は、統計法によって調査項目に回答する報告義務が定められています。
●国勢調査をよそおった不審な訪問者や電話・電子メールなどにご注意ください。（国勢調査では、金銭の要求
や銀行口座の暗証番号、クレジットカード番号をお聞きすることはありません。）

〇説明に納得できない　〇どこに相談したらいいのかわからない　〇なぜ、このようになっているのか知りたい
〇処理が遅い　〇直接は苦情を申し出にくい

困ったら一人で悩まずお気軽に行政相談～行政相談週間が始まります！（10月１９日～２５日）～
　「行政相談制度」は、役所の仕事に関する苦情や要望等をお受けしてその解決を促進するとともに皆さんの声を行政に役立
てるものです。総務省では、このことを広く国民の皆様に利用していただくため、毎年１０月に行政相談週間を定め、行政相談
所等を開設しています。
　このような場合にご相談ください！
　国の役所の仕事や独立行政法人・特殊法人の仕事のほか、県や市町村が国から委託されている事業や国の補助を受けて行
っている仕事について次のようなことはありませんか。

　相談は、次のような方法で受け付けています。
　伊是名村では、高良精利さんが総務大臣から行政相談委員に委嘱され皆さんの相談に応じています。また、沖縄行政評価事
務所でも、下記のとおり電話等で相談を常時受け付けています。

秘密厳守　〈〈お気軽にご相談下さい〉〉　相談無料
●沖縄行政評価事務所（きくみみ沖縄）　行政苦情１１０番　０５７０－０９０－１１０または（０９８）８６７－１１００
※休日、祝日及び平日の１７：１５～翌８：３０までは留守番電話で対応　●相談受付FAX（０９８）－８６６－０１５８


