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自然と歴史が織りなす 尚円の里 伊是名島

伊是名中学校で「伊是名天満宮」
と

「鳥居」を設置しました！

◆ 今月号の主な内容 ◆

伊是名中学校一年担任の名嘉嶺恭一先生が
ミニチュア神社「伊是名天満宮」を作りました！
！
伊是名 仲

・警察・消防団体験学習
・黒糖づくりに挑戦
・文化財防火訓練を実施
・地域包括支援センターだより

男
女
計
世帯数

127
107
234
143

田 諸

178
168
346
197

村の人口【計

見 内

234
177
411
234

花 勢理客

91
70
161
79

94
104
198
90

1,350人】令和3年2月1日現在

計 先月比
724人 -3
626人 0
1,350人 -3
743 -2

しまの話題
１月20日

警察・消防団体験学習を開催

伊是名小学校グラウンドにおいて小学３・４年生を対象に警察・消防団体験
学習を行いました。
警察体験学習では、
自分の指紋を使った鑑識体験や盾を持ちながら行進等
を、消防団体験学習では、AEDを用いた心肺蘇生方法を行い、
日頃学校では出
来ないことを体験しました。
参加した児童は、野地巡査長と伊禮団員の説明を聞きながら真面目な表情
で取り組んでいました。
最後に、警察官への質問コーナーでは、児童から
「パトロールは、一日に何回
行きますか？」
や
「手錠は何個持っていますか？」等の質問があり、野地巡査長
は、児童に分かりやすく説明をしていました。

１月21日 小学校４年生が黒糖づくりに挑戦！！～おいしい黒糖ができあがりました～
伊是名小学校では、教材園で小学生が一生懸命に
育てたさとうきびを、ＪＡ職員、農林水産課・教育振興
課の職員の協力を得て、刈り取りの指導を受けなが
ら、さとうきびを収穫しました。
収穫したさとうきびを産業支援センターに持って行
き、黒糖づくりのスタートです。圧搾機でさとうきびの
絞り汁をとり、なべに入れ沸騰させて、じっくりと混ぜ
ながら煮詰めて型に流し完成です。出来上がった黒糖
を食べてみると「あまーい」という声がこだました。
さとうきびを一から育て、黒糖を作るまでの経験をした児童達は、
「お家でもつく
りたいね」とやり遂げた満足そうな顔で楽しそうに話していました。
手作りの黒糖は、少年の翼で交流のある日高小学校へプレゼントしました。

村内で桜が咲きました！！
冬真っ只中の２月に、伊是名村内でも濃
いピンク色の桜が、寒さに負けず咲いていま
した。
例年、台風の影響を受け、桜の満開は、
あ
まり見られませんでしたが、今年は、台風の
影響をあまり受けずに、各集落で桜の開花
が見られました。
まさに、島立ちする子どもたちに、
エールを
送っているのかもしれませんね♪
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1月21日
伊是名村商工会女性部が高校受験合格祈願
商工会女性部が中学校を訪れ、高校受験を控える中学3年生13名
の合格を祈願し作成した手書きの絵馬を配布した。受け取った3年生
が、絵馬の裏側にそれぞれの志望校や目標点数などを書き入れまし
た。完成した絵馬は商工会女性部が預かり、1月30日に普天満宮（宜
野湾市）
に奉納されました。
今年度の修学旅行が中止となった3年生のために何かしたいという
気持ちから、
この事業を思いついたという。
生徒を代表し上里孔了君が、
「僕たちのために考えてくれてありがと
うございます。全員合格を目指して頑張ります。」
と決意を述べた。
金城校長は
「コロナにより様々なイベントや行事ができない中、子ど
もたちも大変喜んでいると思います。」
と感謝を述べた。

１月２６日

文化財防火訓練を実施

本村では、国指定重要文化財「銘苅家住
宅」において、火災が発生したことを想定
し、沖縄県消防通信指令センターの１１９
番通報を受けた消防団員が、消防車で消
火訓練を行いました。
中川貞允氏（村文化財保護審議会長）
は
「村には、数多くの文化財があります。
日頃
から消火訓練を実施することで、速やかな
防災対策が行えるものだと思います。今後
とも、村の文化財保護に理解とご協力をお
願いします。」
と挨拶をしました。

１月２７日

伊是名幼稚園・小学校「校内持久走大会」を開催
園児・児童が一生懸命走りました！

伊是名小学校グラウンドにおいて校内持久走大会を実施し、園児・
児童が練習の成果を、応援に駆けつけた保護者や村民の皆様に見せて
くれました。
持久走大会開催前は曇り空でしたが、
レースが始まると、
園児・児童を応援してくれるように太陽が出ていました。
全員が目標タイムに向かって、一生懸命走っている姿がと
ても印象に残る持久走大会となりました。
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令和3年3月号

２月２日

鬼はそと～、福はうち!!

伊是名村立保育所で、子ども達の一年の無病息災を
願い、節分の豆まきが行われました。
鬼に扮した保育士が登場すると、あまりの怖さに泣
き叫ぶ子どもがいましたが泣きながらもパンチをした
り、カラーボールを投げて鬼を退治することが出来ま
した。
子ども達に感想を聞くと、
「鬼がとても怖かった。」
と話す子どもが多かったが、中には、
「鬼なんて全然怖
くなかったよー！」と目を腫らしながら話している子も
いました。

2月１０日

不審者対応講習を開催

伊是名村立保育所において、不審者対応講習を行いました。
保育所内に不審者が侵入した想定で、子ども達の安全を確保しなが
ら警察が来るまでの間、保育所職員が役割分担して対応することがで
きました。
最後に、本部警察署伊是名駐在所の野地巡査長が駆けつけ、不審
者を捕まえると、子供たちからは歓声が上がりました。
保育所職員は、
「反省点として、逃げる時間が遅かったので、不審者
を見たら子どもたちを不審者から距離を取り、鍵のついた部屋に逃げ
込むようにしたいです。」と語りました。

２月１３日

小学生バレーボールクラブ引退試合を実施！！

伊是名中学校において、伊是名小学校のバレーボールクラブの引退試合を実施しました。
２月開催予定だったサヨナラ大会が中止になったため、
バレーボールクラブの東江コーチと伊是名中学校バレー部顧問
の下地先生が協力して、
引退試合を実施する運びになりました。
引退試合には、中学生バレー部、青年会、保護者が参加して行われ、
引退する6年生がこれまでの集大成を見せるよう
に、機敏なプレーを披露しました。
試合後には、
引退する６年生から今後の抱負として、
「中学生になってもバレーを頑張りたいです。」
とコーチや保護者の
前で発表しました。

商工会が教育支援金として58,836円を贈呈！
商工会が伊是名漁協と開発した「もずくの佃煮」の売上の一部が、毎年寄付
される仕組みとなっている。今回の贈呈は、新型コロナウイルスの影響により延
期されていた前年分の支援金と合わせて行われた。
受け取った照屋巧教育長は、
「子どもたちの教育支援に役立てます。今後もよ
ろしくお願いします。」と感謝を述べた。
東江会長は、
「製造しているホクガンの協力を得て支援を継続している。今後
も同様の仕組みの特産品を作り、子どもたちへの支援を大きくしていきたい。」
と話した。
支援金寄付は2012年度から続いており、
合計で約40万円が寄付されている。
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自宅で出来る簡単な
ストレッチにチャレンジ！！
Part 4

新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの皆様
が外出する回数が減り、自宅で過ごすことが多くなった
と思います。外出を控えることで感染する危険性は軽減
されますが、運動不足による免疫力低下等が懸念され
ます。
そこで、伊是名中学校の三好優美先生が自宅でも
簡単に免疫力を高めるストレッチを紹介します。

爪の横を軽く掴みほぐしてい
く。
（親指から小指まで）

足の親指と小指の間に両手
の親指を入れて足の裏を軽く
押さえて10回程度捻る。

くるぶしから膝の上にかけ
てふくらはぎの内側をほぐし
ていく（
。往復する。
）

片方の足を膝の上に乗せて
ふくらはぎの内側をほぐす。
（アキレス腱から膝の上まで
往復する。
）

ふくらはぎと足のケア

ふくらはぎは、第２の心臓と呼ばれているほど、血液を
心臓に送る役割があります。
また、足の指周りは、内蔵との関係が深いと言われて
います。
ふくらはぎや足のケアをすることで寝やすくなったり、
翌朝目覚めがよくなったりします。

三好優美先生の一言アドバイス
内蔵も自律神経と免疫との関係があると言われている
ので内蔵との関係が深い足回りをしっかりとケアをしま
しょう。

片足の足を膝の上に乗せてふ
くらはぎの外側をほぐす。
（くる
ぶしから膝まで往復する。
）

地域包括支援センターだより
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。ここでは、毎月地域のみなさんの活動を発信していき
ます。地域でやっている活動（お茶会、
ゆんたく会、
おすそ分け、物々交換、見守り、趣味・娯楽）
を教えて下さい。
仲田区では、毎日午後２時よりゲートボールを
行っています。
（夏場は、午後３時より）
毎日、
８人前
後の参加者がいるようで、多い時には１３人程度い
るようです。約40年前から毎日利用されている
ゲートボール場、木陰も腰掛ける所も多く座ってい
るだけで癒されるような場所です。参加されている方々でいつも
持ち寄りがあるようで、ゲートボールするだけでなく、お茶会・ゆん
たく会・おすそ分け・見守り見守られ・趣味・娯楽沢山詰まったひと
時ですね。毎日、楽しく参加できる！素敵な生きがいです♪

仲田区

皆さんマスク着用！
コロナ対策もばっちり！

玉城ヨネさん

前川ミツ子さん

青く広い空に、木の陰がとても
いい感じです。癒されスポット！！
名嘉正栄さん

1月 生活サポート状況
室内清掃：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！
生活サポーター随時募集しています！
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令和3年3月号

東江キミさん

CDプレーヤーとCDを持
参。本島に出る時以外は毎
日参加。
「ゲートボール場は
老人の生活する場。毎日楽
しみ。ないと一日たいくつす
る。一日楽しくやっていま
す。」

正栄さんのおかげでいつも音楽聞きながら
楽しくゲートボール♪

3/1（月）
・3/31（水）は固定資産税、後期高齢保険料の納期限です！
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令和3年

4月30日(木) 12月25日(金)
5月29日(金) 12月28日(月)
6月30日(火) 1月29日(金)
7月31日(金) 8月31日(月)
11月30日(月)
2月1日(月) ９月30日(水)
2月26日(金) 10月30日(金)
3月1日(月) 11月2日(月)
3月31日(水)

固定資産税

納期

軽自動車税

納期

村・県民税

納期

１期

国民健康保険税 納期

４期

１期
５

２期

６期

３期

６期

１期

２
７期

３期

８期

後期高齢保険料 納期

１期

２期

３期

４期

全期

５期

２
４期

３期

※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。

４
９期
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！

※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。
お問い合わせ

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

自衛官等採用試験案内
第１回一般曹候補生
ア） １次試験：令和３年５月 21 日から５月 30 日の間の内１日
ウ） 試験会場：那覇市内を予定

イ） 受付期間：令和３年３月１日から 同年５月１１日

エ） 受験資格：18歳以上33歳未満の者

連絡先
自衛隊 沖縄地方協力本部 名護地域事務所 〒905-0011 名護市宮里 11452-3 名護地方合同庁舎４Ｆ ☎0980-52-4064

一人で悩んでいませんか。
沖縄県地域統括相談支援センターではがん体験者によるピア・サポートを行っています。

誰かに話をきいてほしい
わたしと同じ思いをしている人はいるの?
家族として何ができるだろう…
がんに関する不安や心配ごとはありませんか?
わたし達にも経験があります。
わたし達もそうでした。
ピア・サポートとは…がん患者さんやご家族の方の心配ごとを、同じ立場で聴いたり体験をお話ししたりする活動のことです。経
験したからこそ、分かりあえることがあります。がん体験者(ピア・サポーター)は、あなたの仲間です。
お気軽にご相談ください。
※相談無料、秘密厳守。

受付時間 平日 月～金9:00～17:00(年末年始・祝日を除く)
※曜日によってピア・サポーターの在室時間は異なりますので、
まずはお問合せください。
お問合せ 〒903-0215 西原町字上原207 琉球大学病院3階がんセンター内
TEL 098-942-3407(直通) メール info@gansoudan-okinawa.jp

沖縄県では｢屋外広告物条例」を制定しています
屋外広告物とは・・・普段目にしている看板やはり紙、のぼり旗など屋外に表示されているものです。

良好な景観
風致の維持
危害防止

・屋外広告業を営む場合には知事登録が必要です。
・屋外広告物には大きさ、色彩、耐久性、設置場所などのルールがあり、設置する際は許可申請が
必要な場合があります。
・関係法令の遵守、設置工事の適正な施工など安心安全な屋外広告物の設置にご協力ください。
・ご相談、ご依頼は県ＨＰに掲載している登録業者へ！
沖縄県 土木建築部

都市計画・モノレール課
詳しくは

TEL:098-866-2408

FAX:098-866-5938

沖縄県 屋外広告物
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情 報 コ ー ナ ー
労働安全衛生法に基づく令和3年3・4月講習会のご案内
講習会名

受講料

定員

日

時

会

場

免除無し
学科
学科
¥28,505
3/22（月）9:00～17:00 北部会館3階
3/23（火）
9:00～17:00 (名護市宇茂佐の森5-2-7)
小型移動式クレーン （テキスト代込）
32名 実 技
実技
ー科目免除有り
運転技能講習
3/24（水）8:30～17:15 ネオパークオキナワ
¥26,305
3/25（木）8:30～17:15 （名護市字名護4607-41)
（テキスト代込）
学科

4/13（火）9:00～16:10
酸素欠乏・硫化水素
¥16,900
4/14（水）9:00～16:40 北部会館3階
40名
危険作業主任者
(名護市宇茂佐の森5-2-7)
（テキスト代込）
実技
技能講習
4/15（木）9:00～16:00

安全衛生推進者
養成講習

¥13,930
4/22（木）9:00～17:00 北部会館3階
30名
（テキスト代込）
4/23（金）9:00～12:10 (名護市宇茂佐の森5-2-7)

※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4cm ×横3cm）必要となりますのでお申し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下さい。

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3/24・3/25い
ずれか一日です
申し込み順に決定します
酸 素欠乏や硫化 水素中
毒が 発 生しやすい現 場
の 作 業に労 働 者を就か
せる場 合には 本 講 習を
修了した者のうちから作
業主任者を選任し、関係
労 働 者を直接 指 揮等さ
せなければならない
10人以上50人未満の
労 働 者を使 用 する 事
業場

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

水あり農業を考えよう～パート３～
１．水あり農業転換への経緯について

本村では古くから水稲栽培が盛んに行われていましたが、必要な
用水を雨水に頼る不安定な状況にあり、保水力の低い土壌条件と相
まって恒常的に干ばつ被害を被っていた。そこで、昭和40年代後半
以降、水田から畑作への転換を機に基幹作物であるさとうきびの安
定した生産量の確保及び収益性の高い作物を導入するために、関連
事業を含めて、かんがい排水事業を行った。
主要施設紹介
千原地下ダム
大野山内貯水池
カンゾウ用水路
大野山内用水路
水管理システム

Ⅱ型方式

Ⅲ型方式

有効貯水量 790,000㎥
有効貯水量 40,000㎥
管路長 2.7㎞
管路長 1.5 ㎞
中央管理所 中央管理所
（RC平屋建て）

基盤整備の状況
（H30実績見込）
水源整備 100% かんがい施設整備 90.9％
Ⅱ型方式3,074基 Ⅲ型方式17基

２．伊是名地区営農状況等調査委託事業について

本村では高収益作物の導入を促進するため、導入作物の品種の
選定をし、畑地かんがい実証ほ場を設置・運営しながら本地域に適し
たかん水時期・期間・量及び放肥の時期・方法等の内容を確認するた
め実証試験調査を行った。

令和2年度

実施状況

３．実証試験調査について
かん水の重要性や新たな高収益作物を導入する目的
で、平成30年度から令和2年度までで合計7品種
（おく
ら・しまな・うずら豆・じゃがいも・にんじん・すいか・ブロッ
コリー・カリフラワー）
の実証調査を行った。各品種とも
時期的な要因による作物被害も見受けられたが、かん
水をすることで秀品率や生産量力増加傾向にあり、かん
水の重要性を改めて再認識することができた。農林水産
課では今後もかん水の重要性について、生産農家へお
知らせし、本村の営農発展に力をいれて行きたいと思い
ます。また、今後も新たな高収益作物等について調査等
を行っていきますので、村民の皆様からのご意見・ご要
望も多数お待ちしております。
詳しい調査結果等については、農林水産課までお気
軽にお問い合わせ下さい。
村農林水産課 TEL：
０９８０－４５－２００４（農政担当）
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広報

IZENA

3

令和 3 年

ふるさと納税を活用し行った事業
産業振興、生活環境整備及び定住促進に関する事業

移住・定住促進事業の一環で結婚祝い金を2組、出
産祝い金を５世帯へ支給しました。皆様おめでとうご
ざいます！笑顔のあふれる温かいご家庭を築いてくだ
さいね～♥

結婚祝い金

※結婚祝い金1組返還あり

伊禮奨さん＆真未さん
ご夫婦

伊禮勇太さん&美羽さん
ご夫婦

出産祝い金

No.599
2021
名嘉潤くん

仲田有凛ちゃん

比嘉銀二くん

儀間永吉くん

久髙陽奈ちゃん

「尚円王の里いぜな島応援寄附金」
～令 和3 年度1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）

非公表（ネット申込）9名

寄附金額

-

-円

計

149,000 円
※「－」は非公表希望

3

月～

4

ふるさと納 税 実 績～
寄附事業名

件数

自然環境の保全及び歴史・文化の継承に関する事業

3
3
0
1
2

76,000 円
43,000 円
0円
10,000 円
20,000 円

9

149,000 円

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

月の行事予定

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

3/1 ●
月 固定資産税第4期納期限・後期高齢保険料第８期納期限
水 県立高校入試（～4日まで）
3●
土 伊是名中学校卒業式
6●

16 ●
火 伊是名幼稚園卒園式
18 ●
木 伊是名小学校卒業式
金 伊是名保育園卒園式
19 ●

水 後期高齢保険料第９期納期限
31 ●

4/1 ●
木 保育所入所式
金 公事清明祭
2●
水 中学校入学式
7●
木 小学校入学式
8●
金 幼稚園入園式
9●

P-B10269

土 村内一斉清掃
10 ●

計

寄附金額

我が家の
ニューフェイスです。

よろしくね
ひ

な

久 髙 陽 奈 ちゃん（二女）
令和３年１月１６日生
父‥普太

る

母‥孝恵

み

伊 禮 瑠 海 ちゃん（長女）
令和３年１月３１日生
父‥勇太

母‥美羽

