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令和５年度 保育所入所案内 について

　伊是名村立保育所の入所説明会を下記の日程で
開催します。
対　 象 ： 令和５年４月１日～入所（継続含）を
　　　　   希望する児童の保護者
開催日 ： 令和５年１月18日（水）
時　 間 ： 午後４時～
場　 所 ： 伊是名村産業支援センター
※詳しくは、伊是名村住民福祉課までお問い合わせ
ください。

問合せ　住民福祉課 ： 0980-45-2819

　沖縄県交通遺児育成基金
および育成給付事業の募金
箱を設置しています。
　総務課受付カウンターの、
蛍光黄色の募金箱 が目印で
す。みなさまのご協力をお願
い致します。

　村商工会では、村内外の事業者及び関係団
体との交流と親睦を図り、村経済の振興発展に
寄与することを目的に、３年ぶりとなる令和５年 
伊是名村 新春の集いを開催致します。
日　 時 ： 令和５年１月10日（火）
時　 間 ：  18：00～20：00
場　 所 ： 村産業支援センター大ホール
問合せ ：村商工会　(0980)45-2475
※新春の集いは村外の事業者と村内事業者との
交流を目的としています。どなたでもお気軽にご
参加下さい。（当日会費制）

　１２月１６日（金）、字
諸見区 東江吉美区長
が来訪し、「伊是名村
医療従事者応援金」と
して63,500円を村長
に手渡した。昨年９月
以降、村内にてコロナ
感染者が蔓延し、診療、ＰＣＲ検査、搬送、療養
施設の確保が行われる中、村長や医師による
防災無線放送を聞き、コロナ対策で頑張って
いる医師及び従事者等を応援しようと区民より
申し出があり寄附することになりました。

令和５年 伊是名村 新春の集い

医療従事者へ感謝

沖縄県交通遺児育成基金
および

育成給付事業の募金箱を設置

新しい民生委員・主任児童委員の皆さん

１２月１日、新民生委員、新主任児童委員、計７名に辞令が交付されました。３年間よろしくお願いします！
任期：令和４年１２月１日～令和７年11月30日

お困り事や相談事などはありませんか？民生委員・児童委員には法に基づく守秘義務があり、
相談内容の秘密は守られますので、ご安心して地域の民生委員へご相談下さい。

伊禮綸子（６年） ・ 安里みや子（７年）
長年、民生委員として勤続し尽力した功績を讃え、伊禮綸子氏および
宮里みや子氏に厚生労働大臣から感謝状が贈られました。

厚生労働大臣から感謝状！

主任児童委員

仲田 広辞
なかだ こうじ

字伊是名

末吉 弘明
すえよしひろあき

主任児童委員

末吉 雅枝
すえよし まさえ

字諸見

西 美津子
にし みつこ

字仲田

西山 義雄
にしやま よしお

字勢理客

名嘉 和美
なか かずみ

字内花

末吉 あけみ
すえよし
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　11月22日、敬老の日のプレゼ
ントのお返しをと、諸見区の願
寿サロンの皆さんが村保育所を
訪れました。園児と一緒に手遊
びの歌などを楽しんだ後、園児
一人ずつおばぁちゃんたちからプレゼントを貰い、大
喜びの子ども達。最後はみんなでカチャーシーを踊
り、楽しい時間を過ごしていました。

　伊是名村社会福祉協議会、
就労継続支援B型事業 福祉
サービス事業所「すまいる」が
創設10年を迎え、11月28日、
これまでの活動や、利用者が
作った作品などが展示され、
10周年イベントが行われまし
た。現在、すまいるの利用者は
６人。月曜日から金曜日まで
来所し、レクや週１の買い物、村内のトイレ清掃などの
受託業務や工作などを行い楽しく過ごしています。職
員の比嘉さんは「これからも現状維持しつつ、誕生日
会などイベントを大切にして、居心地の良い居場所づく
りを目指したい」と想いを語りました。

　高さ10ｍ超。字伊是名
の伊是名ノロ殿内にある
トックリキワタが満開を迎
え、その鮮やかなピンク色
の花と、集落の歴史ある
景観とのコラボが、道行く
人の目を楽しませています。四方を神屋やアサギ、銘
苅家に囲まれた場所で、一際福 と々育ったトックリキ
ワタ。トックリ状になった幹の部分は大人３人で一
抱えできる大きさで、数年ぶりの満開だそうです。

すまいる１０周年！願寿サロンからのお返し

伊是名ノロ殿内　ピンク色に染まる常盤３年古酒×ライム生搾り炭酸割り

１日議員　６名が登壇
　令和４年第１回こども議
会が11月30日、開会しまし
た。本村では令和元年か
ら「こども議会」を実施し、
年に１度開催。県内でもま
だ限られ市町村のみが子
ども議会に取り組んでいます。議会開会前、奥間守
村長は「社会の仕組みを理解し、自覚、関心を持ち、
島の将来を考え質問することで社会参画を図る。皆
さんの質問には誠心誠意、答弁させて頂きます。ま
もなく島を離れますが将来はぜひ島にＵターンし島
の力になって欲しい。」と挨拶。中学３年生10名のう
ち６人が登壇し、島の未来について村政と対峙しま
した。

　12月２日から３日間、那覇市の国際通り（さいお
んスクエア・てんぶす広場）にて、「Enjoy 島の酒～
紡ぐ大人の文化祭～」が開催されました。３年ぶり
となる同イベントには、県内産酒類が幅広く集結。
本村からは（資）伊是名酒造所が出店し、常盤３年
古酒にライムを生搾りし、それを炭酸で割る新しい
飲み方を提案。イベントライブ等も行われていた会
場では、その爽やかな飲みやすを求め“杯売り”が人
気を集めていました。

来年１０月からスタート
消費税インボイス制度のセミナー開催
　村商工会では、村内の事業者
が令和５年10月から開始される
消費税インボイス制度に備えら
れるよう、セミナーおよび個人相
談会を開催しました。講師に、か
おる税理士事務所の岩崎薫氏
を招き、消費税インボイス制度と
はどのような制度なのか、そもそ
も消費税とは？といった初歩的
な内容から、さまざまな業種・事
業者に合ったインボイス制度への適切な判断や対応
がどうあるべきか、シミュレーションを用いるなどして
分かりやすく解説。多くの事業者や行政関係者が参
加し耳を傾けていました。
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所有者不明土地（※）の解消に向けて、
不動産に関するルールが大きく変わります！

※登記簿を見ても所有者が分からない土地の面積は、全国で九州本島の大きさに匹敵するともいわれています

新制度について
詳しくは、以下の
二次元コードか、
｢法務省　所有者不明｣

で検索！
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