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村の人口【計 1,322人】令和3年10月31日現在
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◆ 今月号の主な内容 ◆
・「中学校」2年生職場体験学習
・  令和3年度 地震・津波避難訓練
・「チヂン園」敬老会
・  第14回伊是名村健康フェア



チヂン園で敬老会が行われましたチヂン園で敬老会が行われました

伊平屋の阿母加那志（アンガナシー）位牌を村が管理伊平屋の阿母加那志（アンガナシー）位牌を村が管理

伊是名小学校・消防施設見学伊是名小学校・消防施設見学

3 令和3年12月号

　10月22日（金）、チヂン園の入所者とデイサービス利用者合同の敬老会が、昨年に引き続き利用者と園内関係者のみ
で行われ長寿を祝いました。
　職員による余興や、表彰式、参加者全員でのカチャーシーなど笑い声と笑顔が絶えない、楽しい敬老会となりました。

　11月1日（月）に、名嘉家（屋号ウドゥン）において「伊平屋の阿母加那志位牌」
の供養祭が執り行われました。
　この位牌は尚円王の姉を始祖とする歴代アンガナシーを祀るためのもので、
代々名嘉家において大切に継承されてきましたが、当主であった名嘉永和さん
が御逝去なされ、ご家族も御高齢であることなどから、永和さんの妹にあたる
銘苅文子さんから申し出があり、歴史・民俗資料として村教育委員会が管理す
ることになりました。
　当分の間は名嘉家敷地内の神屋にて従来通りに安置し、一般の参拝者に公
開できるよう準備を進めていくとともに、経年による破損や汚れが認められる
ため、今後保存修理を実施し、後世へ引き継いでいく予定です。

　11月12日（金）、伊是名小学校の3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。　
　消防団員から車両の説明や119番通報後の体制、消防団の活
動内容について講習を受け、児童は
積極的に質問したり、メモを取ったり
真剣に団員の話に耳を傾けていまし
た。
　最後に、消防団員の訓練の様子を
見学したり、児童が実際に放水操作
や搬送体験を行いました。

 チヂン園の入所者22名中、最高齢者は102歳（数え年）
の神田文さん。今年満100歳を迎えた東江守蔵さんは知
事と総理大臣から記念品と賞状が贈呈されました。末吉
村さんがカジマヤー、西田ミエさんがトーカチを迎えまし
た。デイサービス利用者では、高良政幸さん、仲田ミチ子さ
ん、伊禮豊さん、高良フミさんがトーカチを迎えました。

伊是名中学校・2年生職場体験学習伊是名中学校・2年生職場体験学習

ハロウィンでかわいい来客がありましたハロウィンでかわいい来客がありました

令和3年度  伊是名村地震・津波避難訓練令和3年度  伊是名村地震・津波避難訓練
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　10月19日（火）～21日（木）、伊是名中学校2年生・職場体験学習が、
男子生徒は伊是名漁業協同組合、女子生徒は伊是名幼稚園と各職場に
て行われました。
　例年、島外で行われる職場体験ですが今回、島内の仕事に携わること
で生徒たちの身近な「仕事」を知り、島の食や社会を知るいい機会となっ
たのではないでしょうか。

　10月29日（金）、伊是名保育所・幼稚園の子ども達
がハロウィンの仮装で役場を訪れました。
　全員役場前で並び、一斉に「トリックオアトリート、
お菓子くれなきゃいたずらするぞー」と叫び、役場職
員にお菓子をおねだりしていました。かわいらしい姿
に職員一同微笑みながらお菓子を配り、子ども達は
お目当てのお菓子を貰えて満足そうにはしゃいでい
ました。
　最後に「ありがとうございました」と職員にお礼を伝
え役場を後にし、次の施設へと向かって行きました。

　11月5日（金）、10時に沖縄県全域に強い地震が発生。その3分後に伊是名村に大
津波が襲来するという想定で、「令和3年度 伊是名村地震・津波避難訓練」を実施しま
した。
　地震発生と同時刻に防災行政無線からJアラート、大津波警報のサイレンで訓練開
始。平日の訓練となりましたが、多くの村民が参加し、区民の皆さんは各字区長や民
生委員、消防団員誘導のもと各集落の第一次避難場所へ。また園児・児童・生徒は、先
生や消防団員の指示に従い第二次避難場所（産業支援センター）まで避難しました。
　今回の避難訓練を機に、緊急時における、【自分の命は自分で守る「自助」・地域で
守る「共助」】の防災意識の高揚を図り、「災害に強いむらづくり」を目指しましょう！

参加人数

伊是名　45人
勢理客　33人
仲　田　54人
内　花　44人

諸　見　51人
幼稚園・小学校　 147人
中学校　 46人

産業支援センターへの避難者　5人

425人
参加

生徒の声
「色々なことを教えて貰えて楽しい、大きい魚
の鱗取りなど、馴れていないので手が痛いがこ
れを毎日作業している漁協の人たちはすごい
と思う」（高良航尚）

「初めての体験が多くて楽しい、こういう授業
があって良かった。大変だけど保育や教育の仕
事もいいなと思う」（上原夏希）
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5 令和3年12月号

　１１月６日（土）、伊是名中学校において
食育推進事業の一環で「島食材でちゃ～
がんじゅう弁当」作りが行われました。弁当
作りの前には、漁協や伊佐川正雄さんのご
厚意で頂いた魚を2年生高良航佳くんが
大人顔負けの手際で解体ショーを行い、
参加した生徒や教員からは歓声があがり
会場を盛り上げました。その後、伊佐川さん
による解体ショーも行われ、プロの手際に
会場は魅了されました。
　他にも、資源を育む取組として漁業協同
組合の名嘉さんから「うにを卵から大きくし
て伊是名の海へ放流している」旨の話を
聞き、伊是名の美しい自然を守る大切さを
学びました。
　弁当作りでは、伊是名島の地場産品
（魚・ピーマン・パパイヤ・冬瓜）を活用し
た献立を中学生が考え、食材の下処理か
ら食育弁当箱に主食３、主菜１、副菜２の
割合でバランスよく詰めるまで頑張りまし
た。弁当には、１年生の菜園でできた『しそ
ジュース』と教職員がバターナッツカボチャ
を利用し考案した『くず餅』も添えられまし
た。
　安心・安全・新鮮な地元食材を使い、自
分達で作った弁当はとても美味しく、皆ペ
ロリと完食。試食した来賓は「弁当を食べ
て元気がでた、毎月食べたい」、「こういう
食べ方もあるんだ」と感嘆していました。
　島立ちするその日まで、新鮮な地元食材
に興味を持ち、自分で調理したり、たくさん
食べて大きくなって下さいね。

　11月3日（水）に伊是名島ノルディック・ウォーキング
が行われました。
　沖縄県ノルディック・ウォーキング協会会長の仲間勝
弘氏を講師にお迎えして、ポールの持ち方や歩き方を
ご指導いただきました。コースは保健センターを出発し
アカラ御嶽・サムレー道、銘苅家をまわりフクギ並木を
散策しました。村教育委員会学芸員の大城正泉さんか
らは史跡や文化財の説明があり、天気にも恵まれ歴史
と自然を満喫した参加者からは、「次回のコースも楽し
みにしている」「足、腰への負担が少ないので継続して
いきたい」との声が数多く聞かれました。

令和３年度　第 14回伊是名村健康フェア開催

ノルディック・ウォーキング

「島食材でちゃ～がんじゅう弁当」づくり

本日の島食材
玄米・精白米（玄米ご飯）
1.さかな（トゥカジャーのバター焼き）
2.もずく（もずくと豆腐のハンバーグ）
3.冬瓜（冬瓜のやわらか煮）
4.ピーマン（ピーマンのチーズ焼き）
5.パパイヤ（パパイヤのサラダ・
             原始人ドレッシング和え）
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数年ぶりの二期作！ライスセンター操業開始式数年ぶりの二期作！ライスセンター操業開始式
　11月12日（金）、農業協同組合ライスセンターにて二期作米
の収穫に伴う操業開始式が行われました。
　今回の二期作は経営所得安定対策事業交付金を活用し、10
ヘクタール分の長粒種米を酒米として使用する旨の事業として
行われました。
　開始式では末吉朝茂JA
支店長の挨拶に始まり職
員・来賓一同で安全祈願を
行い二期作米の収穫を祝
いました。

伊是名村にも軽石の漂着がありました伊是名村にも軽石の漂着がありました
　8月にあった小笠原諸島の海底火山の噴火で噴き上がった大量の軽石が、10月中旬から沖縄県内広範囲に漂着して
います。伊是名村でも漂着が確認されており、特に仲田港・内花港等、村北と東沿岸部に多数見受けられます。
　今後も長期に渡り軽石の漂着が予想されるため、国や県担当機関協力の下、村内沿岸部全域の漂着防止・除去対策等
を進める予定です。
　また、伊是名漁港伊是名地区及び勢理客地区においては、軽石対策のため汚濁防止膜を設置しています。船舶の航行
の際には十分に注意して下さいますようお願いします。

「公立沖縄北部医療センター」住民説明会「公立沖縄北部医療センター」住民説明会
　県立北部病院と北部地区医師会病院を統合し、2026年度の開業を目指す「公立沖縄北部医療センター」の整備に関
する住民説明会が、11月5日(金)伊是名村産業支援センターホールにおいて開催された。「名護市、伊平屋村、伊是名村」
ブロック説明会で、北部医療センターの運営や医療人材確保の方法、運天港とのシャトルバスの運行などについて質問
が上がった。整備協議会事務局の県職員は、両病院を統合することで医師が集約化され診療体制が手厚くなること等の
説明があった。また、シャトルバスについては、バス会社や市町村の皆さんとも協議しながら交通環境を整えていきたいと
述べた。
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第 33回 「ツール ・ ド ・ おきなわ 2021」
参加受付

「ツール・ド・おきなわ2021」が令和4年2月12日（土）・
13日（日）に本部半島ファミリーサイクリングなど4種目
で開催されます。子供から大人まで楽しめる大会となっ
ておりますので、皆さまのご参加をお待ちしております。
【大会開催日】令和4年2月12日（土）・13日（日）
【参加申込受付期間】12月1日（水）～12月31日（金）
※但し、定員に達し次第締切
【大会会場】名護市21世紀の森体育館
【お問い合わせ先】
NPO法人ツール・ド・おきなわ協会
0980-54-3174（平日9:00～17:00）
http://www.tour-de-okinawa.jp

令和3年度・伊是名村 「健康運動教室」

健康に役立つ知識や、生活習慣病予防・ダイエット・足腰
の筋肉強化などに関する運動のコツを教えます！お気軽
にご参加ください。
【場　所】村産業支援センター
【日　時】第3回目／12月21日(火)
　　　   第4回目／令和4年1月18日(火) 
　　　  午後6時30分～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】村内在住ならどなたでも
※動きやすい服装と運動靴をご持参し参加ください
※日程が変更になる場合は、防災無線にてお知らせします。
【お問い合わせ先】保健センター：0980-45-2137

償却資産の申告について

　償却資産をお持ちのかたは申告が必要です（令和4年度分）
　固定資産税のうち、土地・家屋は、原則不動産登記簿を基礎として所有者・物件などを把握することができますが、償
却資産はそのような制度がないため、所有者からの申告により物件などを把握する申告制度がとられています。
　令和4年1月1日現在、伊是名村内で事業を営んでいる方、又は事業用資産をお持ちの方が申告の対象となりますの
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伊是名村地域応援プレミアム付商品券 （入域者向け） 販売について
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【販売場所】（一社）いぜな島観光協会（仲田港ターミナル内切符売り場となり）
【対 象 者】運天港からの乗船券をお持ちの方
【購入方法】身分証明書・フェリー乗船券をお持ちの上、上記窓口にてご購入ください。※18歳未満の方は購入不可。
【販売価格】2,500円で1冊5,000円分の商品券を購入可能（1人につき4冊まで）※売り切れ次第販売終了
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●  従業員からの問合せが減少
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「年末調整手続の電子化に向けた取組について」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm
をご覧ください。 QRコードからもHPをご覧いただけますQRコードからもHPをご覧いただけます

講習会名 受講料 定員 日時 会場 備考

フォークリフト
運転技能講習

¥47,150
（テキスト代込）

20名

学科　1/24（月）
　　　8:50～18:30
実技　1/25（火）～28（金） 4日間　
　　　8:30～17:00

学科　北部会館 3階
（名護市宇茂佐の森 5-2-7）
実技　ネオパークオキナワ
（名護市字名護 4607-41）

最大荷重 1t 以上のフォー
クリフトの運転業務（道路
上の走行を除く）

7 令和3年12月号

第4回  自衛官候補生（任期制）採用試験

【受付締切】 令和4年1月24日（月）    
【試験会場】 那覇市内を予定     
【受験資格】 18歳以上33歳未満の方
【1次試験】 令和4年2月4日（金）から5日（土）の内1日
その他、不明な点等ございましたらインターネット等で
ご確認下さい。   
【連  絡  先】 
自衛隊沖縄地方協力本部  名護地域事務所
TEL：0980-52-4064
Mail：okinawa.pco.nago@rct.gsdf.mod.go.jp

防災行政戸別受信機の不具合について

年末年始のゴミの収集及び自主搬入について

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 ☎ 0980－45－5084

　2022年正月元日のフェリーいぜな尚円の運航は
午前中のみの1便運航となります。ご利用される皆
様のご理解とご協力よろしくお願いします。

元日のフェリーの運航について

伊是名発：9時00分
1月1日（土）元日

運天港発：10時30分
※2021年12月31日迄と2022年1月2日以降は
通常運航となります。

伊是名郵便局員赴任挨拶

　隣の今帰仁郵便局から転勤し
てきました前里隆博と申します。
学生時代はテニスをしていました
が、今はラケットを釣竿に代えての
釣りが一番の趣味で、秘かに“島”
勤務を望んでいました。ご縁があ
り11月より伊是名島で勤務するこ

とが出来嬉しく思い、郵便局の仕事を通して村民の為に
頑張りますので公私ともにどうぞ宜しくお願いします。

前里 隆博さん

労働安全衛生法に基づく令和4年1月講習会のご案内

講習会名 受講料 定員 日時 会場 備考

フォークリフト
運転技能講習
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（テキスト代込）

20名
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実技　ネオパークオキナワ
（名護市字名護 4607-41）

最大荷重 1t 以上のフォー
クリフトの運転業務（道路
上の走行を除く）

※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。
※他、詳しい情報は下記お問い合わせよりお尋ねください。
【お問い合わせ先】（一社）沖縄県労働基準協会　北部支部　TEL.0980-54-4700 FAX.0980-52-7004

お問
合せ

年末のゴミ収集は12月30日（木）まで、ゴミの自主搬入は12月31日（金）まで、年始は1月4日（火）から通常通り開始し
ます。
【ゴミ収集開始時間】：午前9時から
【ゴミ処理場受入時間】：午前9時から午後5時まで

防災行政無線機の老朽化等による不具合で、戸別受信機か
ら放送が流れないなどのトラブルが発生しています。『故障
かな』と思ったら、次のことをお試しください
【電源が入らない】電源スイッチが「入」になっているか確認。
【ランプの点滅・放送終了後に音がする】電池交換のサイン。
【音が鳴らない・雑音がする】音量つまみの確認・アンテナを
伸ばし向きを調整。
※症状が改善しない時はお手数ですが、役場総務課（防災
係）までご連絡ください。
【お問い合わせ先】 総務課・防災係：0980-45-2001

令和３年
12/３０（木）

令和４年
1/1（土） 1/2（日） 1/3（月） 1/4（火）

○
○ ○

休 休
休

休
休

休
休

12/31（金）

ゴミ収集 通常収集
搬入開始自主搬入

ゴミ収集及び自主搬入日程
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12

21

23

24
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●土
●日

●木
●日
●火
●木
●金
●火

村内一斉清掃

史曲「尚円」公演（沖縄市民会館）

年金友の会 グラウンドゴルフ大会

自衛隊演奏会

伊是名村教育の日

健康運動教室

第 2回インフルエンザワクチン集団接種（～ 24日）

小学校・中学校 /2学期終業式

官公庁御用納め

※「－」は非公表希望

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

※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。

12 月 27 日（月）は固定資産税、28 日（火）は後期高齢保険料、
30 日（木）は国民健康保険税の納期限です！

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！

納期
納期
納期
納期
納期

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。

12月27日(月) 12月30日(木)

4 期
6 期

3 期固定資産税
軽自動車税
村・県民税

国民健康保険税
後期高齢保険料

12月28日(火) 令和4年
1月31日(月)

4 期
5 期
7 期

2月28日(月)

4 期

6 期
8 期

我が家のニューフェイス
令和３年10月14日生
父‥正泉　 母‥あさひ

大 城  さと ちゃん

月12 ～ 1月の行事予定令和4年
令和
4年 1/1

6

18

20

21

24

26

●土
●木
●火
●木
●金
●月
●水

元日・一足早い成人式

小学校・中学校 /3学期始業式

健康運動教室

小学校 /4年生キビ刈り・黒糖作り体験【予定】

小学校 /校内持久走大会

小学校 /少年の翼（～28日）

文化財防火デー

　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」
～令和3年度10月  ふるさと納税実績～

円

円

円

円

円

氏　名 住所（所在地） 寄附金額
上月直人

-

非公表4名

非公表（ネット申込）17名

計

-

-

-

-

-

100,000

-

-

1,710,000

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

5
2
4
0
12

23合　　　計

100,000
120,000
60,000

0
1,430,000

1,710,000

円
円
円
円
円

円
※「－」は非公表希望


