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おめでとう！一足早い大人の仲間入り
平成12年・13年生まれの島っ子が二十歳になりました！
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主催：伊是名村教育委員会　とき：令和3年元日　ところ：伊是名村産業支援センター



3 令和3年2月号

　村臨海ふれあい公
園を発着点に、校内
マラソン大会が行わ
れました。
　当日は、天気にも
恵まれ、マラソン日和となっており、保護者・村民
の皆様が応援に駆け付けました。メンナ―山を
通り内花十字路折り返しの5㎞コースで、所々坂
道もある厳しいコースとなっていましたが生徒
達は、最後まで諦めずに一生懸命走りました。

　伊是名小学校3・4年生が、社会科の授業の
一環として消防施設を見学しました。消防団員
の仕事内容や消防車両の役割、消防団の体制
や119番通報の仕方について学習しました。児
童達は積極的に質問をしたり、メモを取ったり
消防団員の話に耳を傾けていました。また、最
後には放水操作や搬送体験をしました。

12月17日  消防施設見学！12月17日  消防施設見学！

　伊是名小学校体
育館において、那覇
地方法務局名護支
局長他関係者が参
加して、「人権の花」開
花式が開催された。
　式典は、コロナウイルス感染
症対策のため小学４・５・６年生
のみの参加となり、前田政義村
長・名護人権擁護委員協議会会
長・那覇地方法務局名護支局長あいさつのほかスライ
ドショー、記念品の贈呈が行われた。
　また、小学生が育てた「人権の花」をお世話になった
関係者にメッセージカードを添えて贈呈した。
　式典終了後には、伊是名中学校に移動して、人権啓
発標語コンテ
ストの表彰式
が行われ、計8
名の中学生が
表彰された。

12月18日 「人権の花」開花式を開催12月18日 「人権の花」開花式を開催

　村商工会青年部は、伊是名村の未来を担う子
どもたちに、この島に住んで良かったと思えるよ
うな地域づくりを目指す目的として、「サンタク
ロース事業」を行い、各集落の小学生以下の子供
たちにプレゼントを配った。
　ライトアップした軽トラックからサンタさんが登場すると、子供たちは歓声を上げて迎え
た。サンタさんから名前や将来の夢を聞かれると子供たちは、大きな声で返事をしていた。
　村商工会職員の友利さんは、「今回初めての
取り組みだったので改善点など見えたが、住民
の方からは好評だった。参加者も運営側も明る
い気持ちになれた事業になったと思う。来年以
降も継続して行いたい。」と語った。

１２月２４日  村商工会
各集落の子供たちにプレゼントを配布！！

１２月２４日  村商工会
各集落の子供たちにプレゼントを配布！！

12月22日
伊是名中学校マラソン大会を開催

生徒全員完走！！

12月22日
伊是名中学校マラソン大会を開催

生徒全員完走！！
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し ま の話題

　伊是名中学校体育館において「伊是
名中学校歌合戦」を行いました。
　この日のために、朝・昼・放課後と練
習に取り組み、クラス一丸となって努力を重ねた中学生。本番では、練習の成果を保護者や
村民の皆様に披露した。
　また、結果を待っている間、生徒たちがダンスやマジックなどを披露し観客を沸かせた。

　伊是名中学校において、中学２年生が職場体験の代替として21祭お店ごっこ
を開催しました。
　開催にあたり毎年職場体験で交流がある「アハラ会」からお菓子や島ぞうり、
カレンダーなど商品提供を受け、物品販売をすることが出来ました。
　開催前から宣伝カーやポスターのおかげで初日から多くの村民の皆様が来
店し、4日間で全商品売り上げることができ、売上金の半分を首里城再建寄付
金へ寄付しました。
　経験を通して中学生からは、「クラスメイトと協力する事や商売の楽しさに気
づけました。将来働いた時に、今回学んだ貴重な体験を活かしたいです。」と語
り、校長先生からは、「まさか、こんなに商品を提供してもらえると思わなかった。
とても感謝している。」と商品を提供してもらった「アハラ会」へ感謝しました。

12月16日  漁業振興功績者表彰を受賞12月16日  漁業振興功績者表彰を受賞
　伊是名漁協仲田吉光代
表理事組合長・名嘉治市
さんが前田政義村長を表
敬し、全国漁業協同組合
連合会より漁業振興功績
者表彰を受賞したことの報告を行いました。
　名嘉治市さんは、モズク養殖漁の「指導漁業士」とし
て独自に種苗施設を整備して、バイオによる種苗の生産
から種付け・沖出し・苗床・本張り・収穫に至るまでの一
連の作業工程を確立して、モズク養殖漁の安定生産に
つなげた。また、漁協理事を21年、モズク生産者部会長
を6年務め、漁協経営に尽力すると共に村水産業の振
興に大いに貢献した。
　受賞した名嘉さんは「賞を貰えて本当にうれしい。こ
れからも島のために頑張っていきたい。」と語りました。

伊是名中学校歌合戦伊是名中学校歌合戦

12月8日～11日  ２１祭 お店ごっこを開催12月8日～11日  ２１祭 お店ごっこを開催

１２月１４日
社会福祉協議会 防災訓練を実施

１２月１４日
社会福祉協議会 防災訓練を実施

　社会福祉協議会において、基本的な動作を身
につけ施設内の防火思想の普及と避難誘導の
徹底を図る目的で、防災訓練が行われました。
　訓練では、施設利用者を安全に避難場所へ
誘導する訓練及び消火訓練を行い、各職員が真
剣に取り組んでいました。
　社会福祉協議会の末吉さんは、「一人一人が
命を守る行動が取れるよう、これからも定期的
に訓練を行っ
ていきたい。」
と語りました。

商品提供者
●（株）屋島組 ●（株）前田鶏卵 ●那覇青果物卸商事業協同組合
●（株）昴工業 ●（有）前川グリーン土木 ●（有）仲建設工業
●（株）プロジェクト・コア ●（株）山川電気 ●オキコ株式会社
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5 令和3年2月号

田中 琉仁
（商工観光課）

役場職員新成人抱負

令和３年 元日

大人の仲間入り、夢に向かって進んで行こう!!

　村産業支援センターにおいて、村教育委員会主催による「一足早い成人式」が行われ、着物や袴などに身
を包んだ伊是名中学校６８期生の新成人１９名が参加した。
　式典は、照屋教育長の式辞に始まり、前田村長の祝辞、父母代表の伊禮米市さんから激励のメッセージが
新成人へ贈られた。
　また、新成人代表であいさつした名嘉林さんは、「コロナ禍で68期生全員の参加は叶わず残念ですが、成
人式を開催して下さり感謝します。」と述べ、末吉鈴音さんは、保育士を目指して勉強中と話し、「本島に出ると
いろんな人がいて改めて島の皆さんの親切さがよく分かった。」と感謝を伝えた。
　新型コロナウイルスの感染防止対策として出席者は、１０日前から体温チェックを行い、当日に記録表を提出
した。また、式典では、お酒の提供は行われなかったが新成人一人ひとりの名前が刻印された伊是名酒造所
の泡盛記念ボトルが贈呈された。

　気が付けば20歳となり成人を迎えることとなりました。振りかえると自分がどれだけ周りに助
けられていたか実感しました。家族、友人など私に関わったすべての人に、感謝の気持ちで
いっぱいです。一人暮らしを始めて、今も周りに助けられてばっかりではありますが、常に感謝
の気持ちを忘れず、素直に「ありがとう」と言える大人になりたいです。
　20歳になったという実感はあまりありませんが、責任ある行動を心掛け、立派な社会人にな
れるよう日々 を精進していきたいです。

新成人代表あいさつの末吉鈴音さん 新成人代表あいさつの名嘉林さん
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　伊是名幼稚園に現れたのは、トナカイの引くソリな
らぬゴミ収集車で登場したサンタさんです。園児達は、
突然のサンタさんに歓声を上げて迎えました。
　サンタさんからプレゼントが贈られると園児たち
は、嬉しそうに受け取っていました。

１２月２５日  クリスマスの日 ゴミ収集車に乗ってサンタが登場！！１２月２５日  クリスマスの日 ゴミ収集車に乗ってサンタが登場！！

　村産業支援セン
ターにおいて、伊是名
村消防団出初式が開
催されました。
　前田政義村長と伊
禮正隆消防団長によ
る特別点検が実施され、団員の健康状態や身だしな
みが確認されました。関係者や保育園児が見守る中、
指揮者の指示のもと、消防団員による機敏なポンプ
操法が行われた。三色に彩られた放水が披露され、村
立保育所の園児から拍手・歓声が上がった。
　また、出初式終
了後には、消防団
員による集落の消
火栓の点検及びボ
ランティア作業とし
て、保育所前の木
の伐採を行った。

1月6日  消防団出初め式を開催1月6日  消防団出初め式を開催

　（株）伊禮産業（伊禮一幸社長、浦添市）は、特
別養護老人ホームチヂン園に200万円を寄付
し、園はその一部で軽トラックを購入しました。チ
ヂン園の伊禮施設長は、「港から荷物を運ぶ車が
なく困っていたところ、大変助かっている。ここ数

年間の（株）伊禮産業からの寄付金を合計すると800万円になる。小
規模離島の介護施設の経営が厳しい中、村出身者や村民に助けら
れ、島の高齢者を支えることができている」と感謝を述べた。
　伊禮社長は、「叔父である初代理事長の故伊禮幸正が苦労して開
所したチヂン園を身近で見てきたので、自分自身も島の高齢者のた
めに貢献できればとの思いでやっている。職員の方々の負担軽減に
少しでもお役に立てればと思う。」と話した。

（株）伊禮産業  チヂン園へ寄付（株）伊禮産業  チヂン園へ寄付

　伊是名村教育委員会と各字子ども会では、し
め縄体験学習を通し、先祖の知恵や歴史文化を
理解すると共に感謝の心を育てることを目的に、
親子しめ縄づくり体験学習を村産業支援セン
ターで行いました。
　最初は、難しくて戸惑いの表情を浮かべていま
したが、父母や教
育委員会関係者
の指導で、参加し
た子ども達全員
がオリジナルしめ
縄を作ることが
出来ました。

12月25日  親子しめ縄作り12月25日  親子しめ縄作り
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自動車抹消に関するお知らせ自動車抹消に関するお知らせ
　村民の皆様へ、近年自動車が使用されていない、車両が存在していないにも関わらず、抹消手続きが行わ
れていない為、課税されている事例が多く見受けられます。原付バイク・軽自動車及び普通乗用車の抹消手
続きは3月31日までとなっております。車両の有無に関わらず、抹消せずに4月1日を過ぎると課税されます
のでご注意ください。

「フェリーいへやⅢ」の定期検査（ドッグ入り）に伴い、下記日程において運航時刻に変更がありますのでお知
らせします。

※法人車両の抹消手続きは登記簿謄本(1通)が必要となります。
自動車の抹消についてはJAオートにて手続きが出来ますが、郵送日数等の関係上今年度は3月25日(木)が
受付最終日となっていますのでお知らせ致します。

「フェリーいぜな尚円」運航時刻変更のお知らせ「フェリーいぜな尚円」運航時刻変更のお知らせ

コース区分 引上げ額 引き上げる
労働者 助成上限額 助成対象事業場 助成率

25円コース 25円以上

1人 25万円

以下の２つの要件を満
たす事業場

・事業場内最低賃金と
地域別最低賃金の差
額が30円以内

・事業場規模100人
以下

【事業場内最低賃金850円未満】
４／５（※2）生産性要件を満たし

た場合は９／１０（※1）

2～ 3人 40万円
4～ 6人 60万円
7人以上 80万円

30円コース 30円以上

1人 30万円

【事業場内最低賃金850円未満】
４／５（※2）

生産性要件を満たした場合は
９／１０（※1）

【事業場内最低賃金850円以上】
３／４

生産性要件を満たした場合は
４／５ （※1）

2～ 3人 50万円
4～ 6人 70万円
7人以上 100万円

60円コース 60円以上

1人 60万円
2～ 3人 90万円
4～ 6人 150万円
7人以上 230万円

90円コース 90円以上

1人 90万円
2～ 3人 150万円
4～ 6人 270万円
7人以上 450万円

種　類 手続き場所 必要な物

原付・小型バイク 伊是名村役場 印鑑・ナンバープレート

軽自動車 JAオート及び軽自動車協会 ナンバープレート・車検証

普通乗用車 JAオート及び陸運事務所 ナンバープレート・車検証・印鑑証明書・実印

課　　程 科　　名 募集人数 訓練期間

普通課程

自動車整備課 10名

２年
電気システム科 10名

メディア・アート科 10名

情報システム科 10名

短期課程

造園ガーデニング科 20名
１年

総合実務科（知的障がい者対象） 15名

オフィスビジネス科 13名
20名 6ヶ月

オフィスビジネス科（身体障がい者対象） 7名

【お問い合わせ】具志川職業能力開発校　☎０９８-９７３-６６８０

令和３年度　職業訓練生募集

※募集期間：令和３年２月１日（月）～令和３年２月２６日（金）
※授業料：無料（ただしテキスト代、検定代、教材などは自己負担）
※オフィスビジネス科は身体障がい者と健常者を同一教室・カリキュラムで訓練を実施します。
※詳しくは、下記までお問い合わせ下さい。

◆抹消手続きの方法◆

沖縄県立具志川職業能力開発校

伊是名発

9‥00
運天港発

15‥30

・伊是名～運天港
令和3年2月24日(水)～3月11日(木)期間

・商工観光課 ☎0980-45-2534　
・仲田港ターミナル ☎0980-45-2002　
・運天港連絡事務所 ☎0980-56-5084

【お問い合わせ】

【お問い合わせ】伊是名村 総務課 税務係 ☎0980-45-2001、JAオート ☎0980-45-2071

6

コース区分 引上げ額 引き上げる
労働者 助成上限額 助成対象事業場 助成率

25円コース 25円以上

1人 25万円

以下の２つの要件を満
たす事業場

・事業場内最低賃金と
地域別最低賃金の差
額が30円以内

・事業場規模100人
以下

【事業場内最低賃金850円未満】
４／５（※2）生産性要件を満たし

た場合は９／１０（※1）

2～ 3人 40万円
4～ 6人 60万円
7人以上 80万円

30円コース 30円以上

1人 30万円

【事業場内最低賃金850円未満】
４／５（※2）

生産性要件を満たした場合は
９／１０（※1）

【事業場内最低賃金850円以上】
３／４

生産性要件を満たした場合は
４／５ （※1）

2～ 3人 50万円
4～ 6人 70万円
7人以上 100万円

60円コース 60円以上

1人 60万円
2～ 3人 90万円
4～ 6人 150万円
7人以上 230万円

90円コース 90円以上

1人 90万円
2～ 3人 150万円
4～ 6人 270万円
7人以上 450万円

種　類 手続き場所 必要な物

原付・小型バイク 伊是名村役場 印鑑・ナンバープレート

軽自動車 JAオート及び軽自動車協会 ナンバープレート・車検証

普通乗用車 JAオート及び陸運事務所 ナンバープレート・車検証・印鑑証明書・実印

課　　程 科　　名 募集人数 訓練期間

普通課程

自動車整備課 10名

２年
電気システム科 10名

メディア・アート科 10名

情報システム科 10名

短期課程

造園ガーデニング科 20名
１年

総合実務科（知的障がい者対象） 15名

オフィスビジネス科 13名
20名 6ヶ月

オフィスビジネス科（身体障がい者対象） 7名

　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。

　耳たぶは、自律神経との関わりが深く、マッサージを
することで、自律神経が整い、頭痛や不眠・倦怠感と
いった不調を緩和出来ます。

自宅で出来る簡単な
ストレッチにチャレンジ！！

Part3

耳の上の部分を優しく掴み
上に引っ張る。（１０秒間）

耳の穴の近くと後ろの根元を
優しく掴み横に引っ張る。（１０
秒間）

耳たぶを優しく掴み下に
引っ張る。（１０秒間）

耳たぶの後ろを押す。（１０秒間）

耳を丸めて前回り、後ろ回りに
５回ずつ動かす。

耳マッサージ

三好優美先生の一言アドバイス

　新型コロナウイルス流行から１年が経ちました。この１

年間マスクをつけることが日常で欠かせなくなっていま

す。長時間マスクをつけることで耳まわりが硬くなり、全

身の不調に影響しやすくなります。耳まわりを丁寧にほぐ

すことで血行が良くなったり、集中力UPなど様々な効果

が期待出来ます。

　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。

12月 生活サポート状況
室内清掃：2件、室内清掃・草刈り：1件、苗植え：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！

地域包括支援センターだより

子供会のこういった活動がコロナ禍の中、地域を

元気づけさせてくれますね！

　伊是名区で１１月に“あったらいいな～”を話し合っ
た後に、伊是名区老人クラブ協賛のもと子供会が地域
の方と一緒にクッキー作りをしました。当初は、公民館
にてゆんたく会（女子会）をする際に出す予定でした
が、コロナの影響もあり女性の高齢者宅へクッキーを
配布することとなりました。紙袋（社協すまいる作）に手
紙とヨーグルトムース（いちごソース入）、ドリップコー
ヒーバッグを添えて、１軒１軒子供会みんなで地域のお
ばーちゃんの家を回りましたよ。チヂン園に入所されて
いる伊是名区出身の女性の方々にも届けられました。
「サプライズで嬉しかった」という声が聞かれたようで
す。参加した子供からも「楽しかった」という声が聞か
れました。子供も高齢者も皆が笑顔になれた素敵な企
画、心が温まります。
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自動車抹消に関するお知らせ自動車抹消に関するお知らせ
　村民の皆様へ、近年自動車が使用されていない、車両が存在していないにも関わらず、抹消手続きが行わ
れていない為、課税されている事例が多く見受けられます。原付バイク・軽自動車及び普通乗用車の抹消手
続きは3月31日までとなっております。車両の有無に関わらず、抹消せずに4月1日を過ぎると課税されます
のでご注意ください。

「フェリーいへやⅢ」の定期検査（ドッグ入り）に伴い、下記日程において運航時刻に変更がありますのでお知
らせします。

※法人車両の抹消手続きは登記簿謄本(1通)が必要となります。
自動車の抹消についてはJAオートにて手続きが出来ますが、郵送日数等の関係上今年度は3月25日(木)が
受付最終日となっていますのでお知らせ致します。

「フェリーいぜな尚円」運航時刻変更のお知らせ「フェリーいぜな尚円」運航時刻変更のお知らせ

コース区分 引上げ額 引き上げる
労働者 助成上限額 助成対象事業場 助成率

25円コース 25円以上

1人 25万円

以下の２つの要件を満
たす事業場

・事業場内最低賃金と
地域別最低賃金の差
額が30円以内

・事業場規模100人
以下

【事業場内最低賃金850円未満】
４／５（※2）生産性要件を満たし

た場合は９／１０（※1）

2～ 3人 40万円
4～ 6人 60万円
7人以上 80万円

30円コース 30円以上

1人 30万円

【事業場内最低賃金850円未満】
４／５（※2）

生産性要件を満たした場合は
９／１０（※1）

【事業場内最低賃金850円以上】
３／４

生産性要件を満たした場合は
４／５ （※1）

2～ 3人 50万円
4～ 6人 70万円
7人以上 100万円

60円コース 60円以上

1人 60万円
2～ 3人 90万円
4～ 6人 150万円
7人以上 230万円

90円コース 90円以上

1人 90万円
2～ 3人 150万円
4～ 6人 270万円
7人以上 450万円

種　類 手続き場所 必要な物

原付・小型バイク 伊是名村役場 印鑑・ナンバープレート

軽自動車 JAオート及び軽自動車協会 ナンバープレート・車検証

普通乗用車 JAオート及び陸運事務所 ナンバープレート・車検証・印鑑証明書・実印

課　　程 科　　名 募集人数 訓練期間

普通課程

自動車整備課 10名

２年
電気システム科 10名

メディア・アート科 10名

情報システム科 10名

短期課程

造園ガーデニング科 20名
１年

総合実務科（知的障がい者対象） 15名

オフィスビジネス科 13名
20名 6ヶ月

オフィスビジネス科（身体障がい者対象） 7名

【お問い合わせ】具志川職業能力開発校　☎０９８-９７３-６６８０

令和３年度　職業訓練生募集

※募集期間：令和３年２月１日（月）～令和３年２月２６日（金）
※授業料：無料（ただしテキスト代、検定代、教材などは自己負担）
※オフィスビジネス科は身体障がい者と健常者を同一教室・カリキュラムで訓練を実施します。
※詳しくは、下記までお問い合わせ下さい。

◆抹消手続きの方法◆

沖縄県立具志川職業能力開発校

伊是名発

9‥00
運天港発

15‥30

・伊是名～運天港
令和3年2月24日(水)～3月11日(木)期間

・商工観光課 ☎0980-45-2534　
・仲田港ターミナル ☎0980-45-2002　
・運天港連絡事務所 ☎0980-56-5084

【お問い合わせ】

【お問い合わせ】伊是名村 総務課 税務係 ☎0980-45-2001、JAオート ☎0980-45-2071
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月2 3～ 月の行事予定

3/1

3
6
12
18
19
31

●月
●水
●土
●金
●木
●金
●水

固定資産税第4期納期限・後期高齢保険料第８期納期限

県立高校入試（～4日まで）

伊是名中学校卒業式

伊是名幼稚園卒園式

伊是名小学校卒業式

伊是名保育園卒園式

後期高齢保険料第９期納期限

2/1

26

●月

●金

村・県民税第４期納期限
後期高齢保険料第7期納期限
国民健康保険税第6期納期限

2/1（月）・2/26（金）は村・県民税、国民健康保険税、後期高齢保険料の納期限です！

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

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

※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。

　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

19

23

14

18

30

104

～令和2年度12月  ふるさと納税実績～

円

円

円

円

円

円

円

円

円

氏　名 住所（所在地） 寄附金額

合　　　計
※「－」は非公表希望

5,405,000

4,350,000

399,000

2,808,000

2,982,000

15,944,000

伊禮　一幸

伊禮　功幸

仲元　典允

名嘉　清文

-

-

非公表6名

非公表（ネット申込）92名

計

沖縄県那覇市

沖縄県嘉手納町

沖縄県沖縄市

沖縄県西原町

沖縄県浦添市

-

-

-

1,000,000

500,000

100,000
-

50,000

130,000

-

-

15,944,000

1


