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伊是名島イメージキャラクター

自然と歴史が織りなす 尚円の里 伊是名島

男
女
計
世帯数

235
173
408
231

97
66
163
84

92
100
192
87

計 先月比
716人 1
605人 1
1,321人 2
738 0

村の人口【計 1,321人】令和4年6月30日現在

167
166
333
198

伊是名 仲 田 諸 見 内 花 勢理客

125
100
225
138

今月号の主な内容

・保育所のプール開き
・自然体験学習
・ドラッグレースin伊是名島2022
・民泊再開！修学旅行生来島
・夏休みプール開放

2022

令和 4 年

伊是名村HPは
こちらから

8

ふるさと納税は
こちらから

No.616

広報いぜなは
こちらから

なかんだかり ともゆき

る い

争いのない平和な世界へ
中学生代表

おはよう おはよう
行ってきます 行ってきます
当たり前の日々 当たり前にかわされるあいさつ
当たり前の景色 当たり前の笑顔
そんな当たり前の日々が
当たり前ではなかった時を僕たちは知らない

それは 年前の沖縄
海が赤く染まり 空は黒く染まっていた
地上では銃声や爆音が鳴り響き
防空壕では兵士の唸り声や
子供たちの悲鳴が絶えなかった

ちか

平和の誓い
平和︒それは︑戦争のない世界︒
平和︒それは︑わたし達のしあわせ︒
平和︒それは︑わたし達の大きな希望︒

仲村渠 智幸

小学生代表

わたし達は︑友達と仲よく勉強したり︑遊んだりしています︒
たくさんの家族︑友達に囲まれて︑楽しい毎日を送っています︒
けれど︑今も世界のどこかで︑争いや︑戦争が起こっています︒
たくさんの人々︵ひとびと︶が
苦しい日々︵ひび︶を送り︑悲しみの中にいます︒
こんな戦争が︑これからも続くと︑
世界は︑どうなってしまうのでしょうか︒
そんな戦争を︑わたし達の手で なくさなければならない︒
戦争のおそろしさ︑平和の大切さを伝えていける人になりたい︒
この平和の誓︵ちか︶
いに︑願いをこめて︒

前田 琉衣

我々人々は戦争の恐ろしさを知ったはずだが︑
また同じことを繰り返している
ロシアとウクライナでは 年前のような争いが起こっている
前のような平和な暮らしは失った
ウクライナの人々もあの日のように苦しみ
悲しみ︑僕たちには想像もつかない
恐ろしい状況で一生懸命生きている

77

どうして人々は争いを繰り返すのだろう
どうして平和な日が訪れないのだろう
今私たちに出来ることは何だろうか
喧嘩をして謝る 相手のことを思いやる
そんな当たり前のことから初めてもいいのではないか
共に助け合い信じ合い
一日でも早く人々に笑顔が戻るように 願うこと
そう願うことでいつか必ず平和が訪れる
そう信じて
僕たちは祈り語り続ける
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老人クラブ連合会（献花）

６月23日、太平洋戦争末期の沖縄戦から77年の
「慰霊の日」
を迎え、慰霊の塔では御
遺族、来賓、招待者らが参列し
「伊是名村戦没者慰霊祭」
が行われました。
式辞において前田政義村長は、
冒頭の詩（塔入口に刻まれた故東江金蔵氏の詩）
にふ
れ、先の大戦で戦没された犠牲者の御霊を追悼するとともに、恒久平和を祈念しました。
また、村議会議長による追悼の言葉、参列者による献花、児童生徒による
「平和の詩」
が朗読され、一同の黙祷と焼香が行われ、正午には、村民一斉の黙祷が捧げられました。

前田村長

仲村渠 智幸
前田 琉衣

中学生代表

小学生代表

まえだ

伊是名村 戦没者慰霊祭
第53回

あの船出の日に母達は白浜のまぶしい浜辺であなた達の船出を見送り
その後を追うようにしてギタラのハンタにかけ登り
あなた達の乗った船が備瀬崎の彼方に消えるまで
時を忘れ別れを惜しんで盃をなめては
ダンジュカリユシの詩を声の限りに唄ったのも きのう今日のようだ

稲刈り・脱穀体験

7月14日、小学校5年生の稲刈り体験学習を行いました。
農家さんの水田を借りて稲の刈り取りをさせてもらい、せん
ばこき、足踏み脱穀機による脱穀を体験したあと、
ライスセン
ターの見学をさせてもらいました。暑い中の作業でしたが、子
ども達は
「ザクっと切れて気持ちいい」
「おいしい米が食べれ
る」
と楽しそうに作業をしていました。
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自然体験学習を通して
6/25(土)、屋那覇島にて中学校の自然体験学習が行われまし
た。各班、追い込み漁、釣り、潮干狩り、釜作りに分かれ協力し
て作業を行いました。釜の火が消えないようにタオルで仰ぎ、
飯盒を使って米を炊きました。班の皆で準備をしました。釣っ
た魚は自分たちでさばき、魚のホイル焼きやお寿司、魚汁などを
作り皆で美味しく頂きました。
この自然体験学習を通し、沢山自然にふれ、命の大切さにつ
いて考え、食べ物の有難みを改めて知ることができました。
うえはら

中学１年

ちあ

上原 千愛

夏の交通安全県民運動期間中の７月13日。本部署・本部地区交通安全協会が来島し、本
部町の特産品であるアセロラを活用したアセロラゼリーを配布し、交通安全啓発運動を行う
「交通安全アセロラ作戦」
が本村の幼稚園児らと一緒に行われました。

3

令和4年8月号
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六月ウマチ

旧６月15日

新米保育士さん
さん ♪

11人の

新米でつくったミキ
新米でつくったシツジ

字伊是名
字仲田
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7月1

16日

13

15

7月13日

15

字諸見のウンナー飾り付け
（トゥールー・灯籠）

日 ︑六月ウマチー ︒ 日 ︑
チ
カドゥイ
︵束取り︶︒ 日︑
ナーク
チ
︵苗代鍬入れ︶︒稲や麦の豊作
と︑
チカドゥイではスクー︵あい
ご︶
の豊 漁の感 謝と祈 願を行う
島の 伝 統 行 事 が 各 字で 行 われ
ました︒
これまで４区合同で村内各ア
サギを 回っていましたが︑現 在
は 規 模 縮 小の観 点から 各 集 落
ごとに行っているという︒各字で
は３日 間 ︑古くからの習わし 通
りの供え物を 準 備し ︑アサギで
祈りが捧げられました︒
例 年 ︑六 月 ウマチー︵ 旧 暦 ６
月 日 ︶をスタ ー トとして︑勢
理客区からウンナーがスタート
しますが︑今 年も 各 字ウンナー
は開 催 中 止 ︒
しかし字諸見区で
は雰囲気だけでも味わえるよう
に と ︑トゥ ー ル ー︵ 灯 籠 ︶や 提
灯︑綱の飾りが施されました︒

豊作に感謝 集落で残す伝統行事
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字勢理客

規模を縮小して、奉納ガーエーが行われました

13日、家庭科の授業の一貫で保育体験があ
りました。体験をしたのは伊是名中学校２年生
の生徒11名。
０歳・１才児クラスの昼食後のお
昼寝では、
お兄ちゃんお姉ちゃんが背中をトン
トンすると嬉しそうに入眠する様子が見られま
した。生徒らは
「子供達から沢山話しかけてくれ
た！みんな元気で楽しかった！」
と保育体験を
喜んでいました。
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は
給食に 出ました！
が
カ
イ
ス

７月５日、村立保育所のプール開きが行われ、
カラフル
な水着を着た子供達の賑やかな声が響きました。
園庭に３つの大きなプールが並び、
皆でしっかりと安全
祈願のウートートーを行ったあと、
さっそく入水。
お友達
同士で水をかけ合ったり、水鉄砲をしたり、
ホースで先生
に水をかけたりと、
久しぶりのプール遊びを楽しみました。
最後にアイスクリームが配られると皆大喜びで食べて
いました。

トー
ウートー

２年半ぶりドラッグレース！島内店舗も活躍！
６月25日
（土）
から２日間にわたり、
「ドラッグレースin伊是名島2022」
が場外離着陸場にて開催され、
県内外から
２輪14台、
４輪47台の計61台がエントリーし、
タイムを競い合いました。
同大会は、
沖縄県内では本村のみでの開催ということもあり、
大会を通して島に来る人も多い。
埼玉県からの参加
者は
「大会当初の７年前から参加している。
この大会がなければ島に来る機会も無かった。
島に来るとリフレッシュす
る！」
と話し、
久しぶりの入村と大会を喜んでいました。
また、
会場には島内店舗の飲食出店もあり、
付近に売店など
がない会場でとても喜ばれていました。
次回大会は11月の開催を予定しています。

島！
是名 加
伊
初
参
から
村
中城

５歳

船がゆらゆらしてた！
楽しかった！
車がかっこいいから好き！

８歳

登下校見守るヒマワリ
かつて樹木に覆われ見通しの悪かった通学路側道が、
７月、
満開の向
日葵が埋め尽くし見通しの良い明るい環境へと変わりました。
この向日
葵は、
５月に野地巡査長と幼稚園児によって種蒔きが行われていました。

諸見区へ向かう県道177号線沿い
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令和4年8月号

どこを見ても海が見える！歓喜の修学旅行 再開！
7月４日から２泊３日の日程で、自由の森学園中学校の修学旅行生25名が島へやってきまし
た。真夏日となった３日間、生徒らはそれぞれの民泊先ファミリーと島の時間を楽しみました。
旅先を３カ所から選べる中で、民泊コース（本村）を選んだという生徒達。農作業や、沖縄料
理体験、生徒自身で黒糖ケーキを作り上げた家庭もあった。
赤く日焼けした生徒達は笑顔で「どこを見ても海が見えるのがいい！」「建物や街、全部が広
くて、人混みや行列、待ち時間もない。のんびり歩いているおじいちゃんがいて“いいな〜”と
思った」「離島が好きになった！」などの感想が聞かれました。
また今回、同行した教師自身も約18年前に同校の生徒として島で民泊体験をしており、字伊
是名区の当時の民泊先を訪ねることが出来たと、二重の喜びを語っていました。

約18年前に生徒として
島で民泊体験した教師

「また遊びに来てね」との問いに「はい、来ます！」とこたえる生徒達

２年半ぶりとなった修学旅行生の民泊受入
は、今年度、残り10校、約2,500名の入村を
予定しています。感染症対策には細心の注意を
払い行いたいと思いますので、ご理解とご協
力、また生徒達を激励下さいますよう宜しくお
願い致します。
いぜな島観光協会
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北部離島３村 イーアス豊崎で物産展

株式会社 太名嘉組から寄付
７月12日、
（株）太名嘉組の常務取締役 名嘉
優氏と営業部課長 大城雄哉氏が来庁し、島の
子育て支援に役立てて欲しいと寄付がありまし
た。寄付を受け取った前田村長は「（株）太名嘉
組の50年の節目に御祝いを申し上げるととも
に、隣り島のご縁をもって今後とも宜しくお願い
します」と感謝を述べました。

７月17日、18日、
「やんばるチーム
どんどん 離島編」と題し、沖縄北
部の離島3村の物産展がイーアス豊
崎にて行われました。本村からは苺
バタージャムや海ぶどう、また、新米
「尚円の里」が先行発売され、多く
の来場者に喜ばれていました。

草刈りアート現る！

子供達にお菓子のプレゼント

「コロナにまきらん（コロナにまけない！）」。
草刈りアートが描かれているのは仲田農村公
園。長引くコロナの影響で日常生活に多くの制
限が 続く中で、公園の斜面を利用した草刈り
アートに活力を貰う村民が多いようです。

な

か

ミヤサンマイティ―（代表 宮國栄徳氏）より、幼稚園
児へお菓子の寄贈がありました。
「園のフローリング修
繕のため島を訪れた際、以前より島外に出るのも厳しく
なっていると聞き、ご縁あってお仕事をさせて頂いたお
礼に子ども達のために何かしたいと思い、お菓子をプレ
ゼントさせて頂きました。」と宮國さんはおっしゃってい
ました。

せい いち

名嘉清一さんカジマヤー
大正15年・昭和元年（1926年）7月10日

寅年生まれ

7月17日（日）、伊是名区の名嘉清一さんのカジマヤーのお
祝いが行われました。
親族や地域住民のたくさんの祝福に囲まれ幸せそうな清一
さん。これからも長生きして下さい！
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information

空飛ぶ図書館

特定検診の結果説明会
５月に行った特定検診の結果説明会が各字
公民館で行われ、早朝から多くの住民が集ま
り、自身の検診結果に耳を傾けました。担当し
た保健師らは検診結果のほか、個々の日頃の生
活の様子や健康に関わる些細な出来事などに
も耳を傾け、健康的な生活の為のアドバイスなど
も行っていました。結果を聞き終えた住民は「ど
こも大丈夫って！よかった！」と安心した様子。
これからも毎年の特定検診をしっかり行っ
て、村民みんなでチャーガンジューを目指しま
しょう！

情報コーナー

7月15日、16日に県立図書館の協力を得て、移動図
書館「伊是名村 空とぶ図書館」を開館しました。
絵本や料理、ヘルスケアに沖縄特集など、子どもか
ら大人まで楽しめる本の展示・貸し出しを行いまし
た。第2回は2月18日、19日を予定しておりますので、ぜ
ひ遊びに来て下さい。

新米
販売スタート！

７月７日 諸見公民館での様子

村民の皆様へお知らせ

2月・3月に田植え作業
が行われた島米「尚円の
里」が、７月20日から発売
となりました。島内はもち
ろん県内スーパーなどで
も取扱いしてます。島の米
農家が丹精込めて作った
今年の島米を、是非ご賞
味下さい！

第5次伊是名村総合計画の概要をご紹介いたします。

令和4年5月号より掲載している第5次伊是名村総合計画の概要について、第4回となる今回は
「防災・防犯」
の分野をご紹介いたします。
• 施策分野：防災・防犯
• 基本目標：一人ひとりが備える、安全・安心で強靭なしまづくり
（いざの備えや日常の安全が確保され、誰もが安心して暮らせている）

施策 ❶：消防・救急体制の整備
村民・地域・行政・関係機関が連携した消防・救
急体制の強化を図ります。
また、消防団の更なる充実や、平素から一人
ひとりの防火意識・救命意識を高める取り組み
等を通じて体制強化を図ります。

施策 ❷：防災・防犯・危機管理体制の強化
村民の安全・安心な生活を確保するため、日常か
ら緊急時・災害時等に備える意識の啓発につなが
る取り組みや、自主防災組織の立ち上げ促進や活
動支援を推進します。
また、防犯や交通安全の確保に向けた各種取り
組みを推進します。

※ 第5回は「社会基盤」の分野をご紹介いたします。
お問い合わせ：伊是名村役場

企画政策課

電話：0980-45-2001
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情報コーナー

information

固定資産税の
納税管理人について
■ 納税管理人とは
固定資産税の納税義務者が、村外に居住している、又
は死亡している等、納税に支障がある場合、
「納税管理
人」を定めることにより、納税義務者を変更することなく
納税通知書等を引き続き村内に居住する納税管理人に送
付することができます。
納税管理人は、納税に関する一切の事項を処理するた
めの代理人です。
そのため、賦課徴収（滞納処分を除く。）又は還付に関
する書類は、納税管理人に送達されます。
また、相続登記が完了するまでの手続きとなりますの
で、役場総務課窓口へお問い合わせください。
問い合わせ
伊是名村役場 総務課 税務係

0980-45-2001

夏期プールを一般開放します！
期 間

令和４年８月１日（月）〜８月19日（金）
※土日・祝日 休み

時 間

９時00分〜12時00分

場 所

伊是名中学校プール

注 意
・児童、生徒は保護者の許可をとって泳ぎましょう。
保護者の許可なしに泳ぐことを禁止します。
・保護者は責任をもってプールを利用させてください。
・プールに監視員はいますが、多くの児童、生徒の遊泳を
全て監視する事は困難です。できるだけ保護者も同伴して
利用して下さい。
問い合わせ

伊是名村教育委員会 TEL：0980-45-2318

選挙管理委員会より
大事なお知らせ！
伊是名村長選挙、村議会議員選挙の
日程が決まりました。

9月6日（火） / 告示日
7日（水）〜10日（土） / 期日前投票

9月11日（日）
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令和4年8月号

みんなの願い
きれいな選挙
だぴょう

投開票日

いぜな

広報

IZENA

8月1日（月）は固定資産税・国民健康保険税の
8月31日（水）村・県民税、国民健康保険税、後期高齢保険納期限です。
8月1日(月) 8月31日(水) 9月30日(金) 10月31日(月) 11月30日(水) 12月26日(月) 12月30日(金) 1月31日(火)

固定資産税

２期

3期

軽自動車税

8

令和 4 年

No.616
2022

村・県民税
国民健康保険税

1期

後期高齢保険料

２期

3期

２期

3期

２期

3期

4期

4期

5期

4期

5期

6期

7期

水道料金および集排使用料の口座振替日は、毎月15日（土日祝日の場合は翌営業日）になっています。
毎月各字公民館において、村税等の徴収を行っておりますが、令和４年１月より各字公民館及び訪問徴収も
行います。
（訪問徴収は対象者のみ）
※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、各担当課までご相談ください。
督促手数料：納付期限より20日以内に加算されます。
延滞金：納付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金が加算されます。

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

尚円王の里いぜな島応援寄附金
令和4年6月 ふるさと納税実績
令和4年6月18件の御寄附をいただいたうち、公表をご希望
される方の情報を掲載しております。
（順不同）
【 御寄附いただいた方 】
氏

名

非公表（ネット申込）18名

※「−」は非公表希望

住所（所在地）
-

寄附金額

230,000 円
230,000 円

計
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

【 寄附の内訳 】

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

件数
7

寄附金額

80,000 円

教育活動及び人材育成に関する事業

2

20,000 円

健康、
社会福祉及び子育て支援に関する事業

6

70,000 円

産業振興、
生活環境整備及び定住促進に関する事業

1

10,000 円

その他目的達成のため村長が必要と認める事業

2

50,000 円

18

230,000 円

合

計

寄附者の皆様が寄せた寄附金は、
「自然と歴
史、人が輝く伊是名村」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。

我が家のニューフェイス
ハル

宮城 陽

くん

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！

令和4年6月13日生

父：聡

母：香澄

8月

１日
４日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
19日
24日
25日
26日

9月

３日
５日
６日
７日
10日
11日

P-B10269

17日
19日
20日
23日
26日

中学校プール開放スタート
旧七夕
旧盆ウンケー
山の日
旧盆ウークイ
屋那覇折目（屋那覇の作物の願）
ウンザミ
シヌグ
中学校プール開放最終日
中学校２学期始業式
県知事選挙告示日
幼小２学期始業式 / 県知事選挙 期日前投票開始

トーカチ（米寿祝い）
八月カシチー / シワサシ（柴差し）
イルチャヨー・ティルクグチ
村長選挙・村議会議員選挙告示日
八月豊年祭
村長選挙・村議会議員選挙 期日前投票開始
十五夜 / 芋の折目（伊是名区・勢理客区）
県知事選挙 投・開票日
村長選挙・村議会議員選挙 投・開票日
幼小合同運動会
敬老の日
芋の折目（諸見区）
秋分の日/ 芋の折目（仲田区）
ディニ−の御願（火祭りの御願）

