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材料（1人分） 【作り方】
①紅芋の皮を剥いて適当な大きさに切って
　20分茹でる。
②茹で上がった紅芋をマッシャーでなめら
　かになるまで潰す。
③潰した紅芋に砂糖・タピオカ粉・豆乳を
　入れてよく混ぜる。
④丸く形を作り、フライパンにオリーブ油
　をしいて焼く。
⑤両面に焼き色が付いたら、お皿に盛り付
　けてお好みで、きなこをかけて完成！

栄養価　《1人分》
エネルギー　：164kcal
食物繊維：2.0ｇポイント

中 城の 栄 養 士 だ よ り No62 管理栄養士：宮城　

第 12回中城護佐丸まつりが開催されました！ (関連記事 P8～ P9)第 12回中城護佐丸まつりが開催されました！ (関連記事 P8～ P9)

　11月に入り、少しずつ気温が下がってきて、沖縄の短い秋を感じられるのではないでしょうか？
今月、紹介するのは秋にピッタリな紅芋を使ったおやつです。
　紅芋は約 400 年前に宮古島にもたらされたのが、日本で最初だといわれています。その後、野国総官が普及
に努めました。
　紅芋は抗酸化作用に優れるアントシアニンというポリフェノールが多く含まれています。また、食物繊維、ビ
タミンＡ、カリウムなどを含み、その機能性が注目されています。
　今回のおやつは全て植物性の材料なので、体に優しく仕上がっています。ぜひお試しあれ (#^.^#)
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2016世界遺産中城城跡

開催のお知らせ !

プロジェクションマッピングプロジェクションマッピング

風光明媚な世界遺産中城城跡を観光振興の目玉としてさらに推進することを目的に、
今年も世界遺産と伝統芸能を活かした

「2016世界遺産中城城跡プロジェクションマッピング」を開催いたします！
【日　程】平成 28年 11月 19日（土）、20日（日）
　　　　 午後 4時　開場
　　　　 午後 6時　開演
　　　　　　　　　　オープニングイベント (コンサート )
　　　　　　　　　　レーザーショー
　　　　　　　　　　プロジェクションマッピング上映
　　　　 午後 8時　終演
【場　所】世界遺産中城城跡
【入場料】無料。ただし、城跡内観覧の際は別途観覧料が必要です。観覧受付は午後 5時まで
【駐車場】会場周辺は駐車場が限られています。ご来場の際は、各臨時駐車場からシャトルバスをご利用ください。
　　　　　臨時駐車場 (1) 吉の浦会館　(2) 成田山　(3) イオンモール沖縄ライカム
※寒さ対策のうえ、ご来場ください。　※荒天中止。

【お問い合わせ】中城村役場　企業立地・観光推進課　☎895-2131( 内 301) 

バターを足して、豆乳の代わりに牛乳を使うとスイートポテト風に変わります !(^^)!

紅　芋
砂　糖
タピオカ粉
片栗粉
豆乳
きな粉
オリーブ油

　50g
    5g
小さじ 1
小さじ 1
　10ml
　お好み
適量
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●むらの話題
●平成 29年度保育所入所児童募集案内
●ヘルプロ通信
●海外短期留学派遣事業報告
●11月は村県民税の納期です
●11月は児童虐待防止推進月間です
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●第 12回中城護佐丸まつりが
　開催されました！
●12月カレンダー
●中城村護佐丸歴史資料図書館だより
●案内・お知らせ
●プロジェクションマッピング
　開催のお知らせ



平成 29 年度　保育所入所児童募集案内

【お問い合わせ】　中城村役場　福祉課　☎895-1738( 直通 )

与那原・西原・中城ファミリーサポートセンター
三町村交流会のお知らせ

【お問い合わせ】与那原・西原・中城ファミリーサポートセンター　☎988－1914

　はいた～い！　お待たせしました！今年もやります(^o^) 三町村地域交流会！
今年は”のんびり♪ゆんたく♪リラックス♪”を愛ことばに会員さん同士での楽しい交流の時間
を過ごして貰えれば・・・と快・適・空・間をご用意いたしております(^^♪この機会にファミサポ
を知らない方も、友人・知人お誘いあわせの上是非ご参加下さい！お待ちしてまーす♪♪♪

　平成29 年4月1日入所の保育児童（0歳から小学校就学前）、特別な支援を要する児童（集団保
育可能の児童）の入所受付を次のとおり行います。現在入所している児童、申込みをしていて入
所できなかった児童も、新たに申込が必要です。

【対　象】
村内にお住まいで保護者が働いていたり、病気等の状態にあるため家庭において十分保育するこ
とができない児童。

【申込書配布場所】
平成28年11月1日(火)から村役場　福祉課にて配布します。村役場ＨＰからも取得が可能です。
※窓口での申込書配布時間は、8時30分～17時15分です。

【受付期間】
平成28年11月21日(月)～平成28年12月9日(金)までに、村役場福祉課
まで提出して下さい。
　※土日・祝日と、お昼時間（12時から13時）は除く。
　※受付期間を過ぎてからの申込は空き待ちとなります。
　※保育料は、世帯の所得課税状況及び児童の年齢によって決定します。

【場　所】
西原町社会福祉協議会(大広間)

【日　時】
11月26日(土)午前10時～午後1時

【内　容】
クリスマス用小物づくり・ゆんたくサロン（お菓子・コーヒー）・
ハーブを使った小物づくり・ 耳つぼマッサージ・ 絵本読み聞かせ・
フリーマーケット・ボディージュエリー・乳幼児対象タッチケア・
輪投げゲーム・おもちゃづくり・4000 個の積み木など・・・
～みんなで交流会盛り上げ隊！しませんか～
　※タッチケアを受けたい方はバスタオル持参です(対象：乳幼児）

　10月1日、吉の浦会館で平成28年度赤い羽根共
同募金出発式が行われました。宮城まり子さん(写
真左)より厚生労働大臣のメッセージの伝達を受け
た浜田京介村長は、「今年で70回目の取り組みを迎
えられるのも皆さんの協力のおかげ。目標額達成を
目指し頑張りましょう」と挨拶しました。

　津覇自治会は、地域の活性化を図るために、移動
式ステージと簡易倉庫を整備しました。津覇自治会
長の新垣さんは、「年に一度のエイサー祭りでは、出
演者や地域の住民も喜んでいました。公民館内の用
具を倉庫へ移したことで、公民館内を広く使うこと
ができました。」と嬉しそうに話していました。

　9月23日、吉の浦会館で、中城村役場新庁舎建設場
所決定に伴う住民説明会が開催されました。
建設場所決定に至るまでの経緯や建設場所に関する
説明が行われ、説明会に参加した村民の皆様からご
質問やご意見を頂きました。

新新新庁舎建設場所決定に
伴う住民説明会
庁舎建設場所決定に
伴う住民説明会
庁舎建設場所決定に
伴う住民説明会

宝くじ助成金…宝くじの社会貢献広報事業として、
宝くじの受託事業収入を財源として実施している
コミュニティ助成事業

赤赤赤い羽根共同募金出発式い羽根共同募金出発式い羽根共同募金出発式

宝宝宝　くじの助成金で整備
しました！！　
くじの助成金で整備
しました！！　
くじの助成金で整備
しました！！

むらむら
のの話題話題

TopicsTopics

3 なかぐすく広報 No.235（2016.11.4） 2なかぐすく広報 No.235（2016.11.4）



平成 29 年度　保育所入所児童募集案内

【お問い合わせ】　中城村役場　福祉課　☎895-1738( 直通 )

与那原・西原・中城ファミリーサポートセンター
三町村交流会のお知らせ

【お問い合わせ】与那原・西原・中城ファミリーサポートセンター　☎988－1914

　はいた～い！　お待たせしました！今年もやります(^o^) 三町村地域交流会！
今年は”のんびり♪ゆんたく♪リラックス♪”を愛ことばに会員さん同士での楽しい交流の時間
を過ごして貰えれば・・・と快・適・空・間をご用意いたしております(^^♪この機会にファミサポ
を知らない方も、友人・知人お誘いあわせの上是非ご参加下さい！お待ちしてまーす♪♪♪

　平成29 年4月1日入所の保育児童（0歳から小学校就学前）、特別な支援を要する児童（集団保
育可能の児童）の入所受付を次のとおり行います。現在入所している児童、申込みをしていて入
所できなかった児童も、新たに申込が必要です。

【対　象】
村内にお住まいで保護者が働いていたり、病気等の状態にあるため家庭において十分保育するこ
とができない児童。

【申込書配布場所】
平成28年11月1日(火)から村役場　福祉課にて配布します。村役場ＨＰからも取得が可能です。
※窓口での申込書配布時間は、8時30分～17時15分です。

【受付期間】
平成28年11月21日(月)～平成28年12月9日(金)までに、村役場福祉課
まで提出して下さい。
　※土日・祝日と、お昼時間（12時から13時）は除く。
　※受付期間を過ぎてからの申込は空き待ちとなります。
　※保育料は、世帯の所得課税状況及び児童の年齢によって決定します。

【場　所】
西原町社会福祉協議会(大広間)

【日　時】
11月26日(土)午前10時～午後1時

【内　容】
クリスマス用小物づくり・ゆんたくサロン（お菓子・コーヒー）・
ハーブを使った小物づくり・ 耳つぼマッサージ・ 絵本読み聞かせ・
フリーマーケット・ボディージュエリー・乳幼児対象タッチケア・
輪投げゲーム・おもちゃづくり・4000 個の積み木など・・・
～みんなで交流会盛り上げ隊！しませんか～
　※タッチケアを受けたい方はバスタオル持参です(対象：乳幼児）

　10月1日、吉の浦会館で平成28年度赤い羽根共
同募金出発式が行われました。宮城まり子さん(写
真左)より厚生労働大臣のメッセージの伝達を受け
た浜田京介村長は、「今年で70回目の取り組みを迎
えられるのも皆さんの協力のおかげ。目標額達成を
目指し頑張りましょう」と挨拶しました。

　津覇自治会は、地域の活性化を図るために、移動
式ステージと簡易倉庫を整備しました。津覇自治会
長の新垣さんは、「年に一度のエイサー祭りでは、出
演者や地域の住民も喜んでいました。公民館内の用
具を倉庫へ移したことで、公民館内を広く使うこと
ができました。」と嬉しそうに話していました。

　9月23日、吉の浦会館で、中城村役場新庁舎建設場
所決定に伴う住民説明会が開催されました。
建設場所決定に至るまでの経緯や建設場所に関する
説明が行われ、説明会に参加した村民の皆様からご
質問やご意見を頂きました。

新新新庁舎建設場所決定に
伴う住民説明会
庁舎建設場所決定に
伴う住民説明会
庁舎建設場所決定に
伴う住民説明会

宝くじ助成金…宝くじの社会貢献広報事業として、
宝くじの受託事業収入を財源として実施している
コミュニティ助成事業

赤赤赤い羽根共同募金出発式い羽根共同募金出発式い羽根共同募金出発式

宝宝宝　くじの助成金で整備
しました！！　
くじの助成金で整備
しました！！　
くじの助成金で整備
しました！！

むらむら
のの話題話題

TopicsTopics

3 なかぐすく広報 No.235（2016.11.4） 2なかぐすく広報 No.235（2016.11.4）



ヘルプロ 信通

【お問い合わせ】　中城村役場　健康保険課　☎895-2131( 内 250)

●症状のある人は外出を控えましょう
　突然の高熱、咳、のどの痛み、全身のだるさ、鼻水、頭痛などの症状のある方。
●症状のある人は咳エチケットを守りましょう
　咳・くしゃみのある時は、マスクをつけましょう。
　マスクがない場合は、ティッシュやハンカチで口と鼻を覆い、周りの
   人から顔をそむけましょう。
   ティッシュやハンカチがない場合は腕や袖口で口と鼻を覆いましょう。

インフルエンザ流行 のシーズンがやってきました！インフルエンザ流行 のシーズンがやってきました！インフルエンザ流行 のシーズンがやってきました！

●実施期間：平成28年10月1日～平成29年2月末日
　　　　　※予診票は各医療機関で準備しています。必ず事前の予約をお願いします。

●対 象 者：中城村に住所登録がある65歳以上
          　　　　中城村に住所登録がある60～64歳までの、心臓・腎臓・呼吸器の機能に
　　　　　　障害を有する者、及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害を有する者

●接種料金：1,000円（1回のみ。2回目以降の接種は全額自己負担）
　　　　　 ※生活保護受給者は無料（生活保護受給証または、医療券が必要です）

65歳以上を対象にインフルエンザ予防接種の助成を行っています!

インフルエンザを広めない!

インフルエンザ予防５ケ条
その１ 手洗い・うがい
その２ バランスのよい食事
その３ 十分な休養
その４ 不要な外出を避ける
その５ インフルエンザ予防接種を受ける

海外短期留学派遣事業報告
　中城村内の中・高校生6名が、アメリカのワシントン
州立大学に7月19日から3週間の日程で短期留学を行
いました。授業や野外活動を通して現地の方と交流を
図り、アメリカの言語や文化を楽しく学ぶことがで
き、充実した夏休みでした。

　私が、この短期留学で心に残った
ことは、外人のカウンセラーと英語
で話したことです。最初は、カウンセ
ラーが話してきても、何も答えるこ
とができませんでしたが、英語を聞
いているうちに、カウンセラーとた
くさん話せるようになりました。
　またアメリカに留学したいという
気持ちが出てきました。

●中城中学校2年 田場 臣之輔
　交流会では、最初は少し消極的
だったのですが、友達、先輩方の行動
力で、私も現地の人に声をかけられ
るほどになりました。
　本場のアメリカで過ごすことで、
日本との文化・環境の違いを学び、英
語を聞き取る能力や少しでも英語で
話そうとする力が身に付いたと思い
ます。

●普天間高校1年　儀間 由希
　私がこの研修で積極性が身につい
たと思います。ALTの先生に英語で話
してみようと挑戦する気持ちが生ま
れました。
　そして私には、また新しい目標が
できました。それは１年留学に行く
ことです。３週間という短い期間で
は見ることのできなかった部分を見
たいと思っています。今は、その試験
に向けて勉強を頑張っています。

●開邦高校2年　比嘉 瑠依子

　私は、この貴重な体験をして、一人
でアメリカや海外へ行き生活するに
は、「こんなことを磨かないと」とか、
「私はやっぱりここが出来ていなく
て、ここが得意なんだ」など、経験し
てるうちに気付けました。　
　この短期留学を生かして、今後の
私の生活に生かし、将来に生かして
いきたいと思います。

●琉大附属中学2年　野原 侑璃
　今回の短期留学を経験してみる
と、新しい「ものの見方」を身につけ
ることができました。
　これは普段の生活の仕方、問題の
解決の仕方に大きく影響し、学習面
においては英語以外の教科の向上に
も寄与すると思います。
　新しい「ものの見方」は留学によっ
て得られる最も重要なことだと確信
しました。

●沖縄尚学高校2年 荻堂 亮甫
　このアメリカ短期留学を通して、
少しずつ自分の英語力を磨くことが
できました。
　また、お世話になった引率の方、
ESLの先生には大変感謝しておりま
す。
　これからは、ESLで学んだことを、
自分の将来に活かして役立てるよう
に頑張ります。

●中部商業高校３年 宇根 信太朗

▲ファーマーズマーケット見学の様子

▼大学講師の授業を受ける様子

▲大学構内アイスクリーム工場見学の様子
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▲大学構内アイスクリーム工場見学の様子
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『さしのべて　あなたのその手　いちはやく』
平成28年度「児童虐待防止推進月間」標語

【お問い合わせ】   中城村役場　福祉課　　　☎895-1738(直通)
　　　　　　　　　コザ児童相談所　　　　　☎937-0859
　　　　　　　　　子ども虐待ホットライン　☎886-2900(夜間専用)

児童相談所全国共通3桁ダイヤル　☎189(お住まいの地域の児童相談所につながります)

１ 国税庁ホームページによる広報

3 講演会の実施や関係民間団体等
　との連携

4社会保障・税番号制度・ＩＣＴを利用した
　申告・納税手続などへの国税庁の取組

2  ＳＮＳを利用した広報

　　【お問い合わせ】　中城村役場　税務課　☎895-2131（内 240・241）

　【お問い合わせ】中城村役場　税務課　☎895-2131(内243)

　【お問い合わせ】中城村役場　税務課　☎895-2131(内240・241)

　【お問い合わせ】中城村役場　税務課　☎895-2131(内243)

１１月は村県民税の納期です。

平成28年度・不動産合同公売の開催について！

１１月は児童虐待防止推進月間です。　

11月と12月は「県税市町村税徴収強化月間」です！　

　国税庁では、国民の皆様に租税の意義や役割、税務行政に対する知識と理解を深めて
いただくため、毎年11月11日から17日を「税を考える週間」として、集中的に様々な広報
広聴施策を実施しています。
　平成28年の「税を考える週間」は、テーマを「くらしを支える税」とし、以下のとおり実
施します。

　税収入の確保と納税の公平性の確保のため、沖縄県と市町村による不動産の合同公売
が平成26年度から開催されています。
　中城村においても、現在、不動産公売に参加する準備を行っております。
　今年度の開催予定日は、以下の通りとなります。
　公売期日：平成28年11月15日（火）
　公売場所：沖縄県中部合同庁舎４階会議室　
※受付時間、公売物件、手続きに関する情報は、沖縄県総務部税務課のホームページに
掲載されますので、詳細はそちらでご確認ください。

　納付期限が過ぎますと、すべての金融機関・コンビニエンスストアにおいて、お手元の納
付書でのお支払いができませんのでご注意ください。

11月11日～17日は「税を考える週間」です。

平成２８年度『村県民税　第３期』の納期が１１月３０日となっております！

　お仕事帰りなど、ご都合のいい時間帯にご利用ください。
（ただし、各納期30万円以下の納付書に限ります。）

コンビニエンスストアでも納付できます！

　村税の納付は、便利で確実な口座振替がお勧めです。      
　口座振替なら納付にかかる時間や手間が省けるだけでなく、ついうっかりの納め忘れの心
配もなく安心です。

　児童虐待は、大切なお子さんの心身を傷つける行為です。その傷が重大な
影響を及ぼしたり、尊い命をも奪ってしまいます。
　虐待を受けている子どもを発見した時や「おやっ？」と思ったときには、お住まいの市町
村や児童相談所に相談しましょう。

口座振替での納付が便利です！

●身体的虐待とは
○殴る、蹴るなどの暴力
○不自然な傷や痣、骨折
○たばこによる火傷
○その他生命に関わるような行為

●性的虐待とは
○子どもへの性交や性的行為を強要させる
○性器を触る、触らせる
○性器や性交を見せる

●心理的虐待とは
○言葉による脅かし
○子どもを無視したり、拒絶的な態度をとる
○子どもの心を傷つける言動
○配偶者や他の家族に対し暴力を振るう（ＤＶ）

●ネグレクトとは
○適切な食事を与えない
○重大な病気になっても病院に連れて行かない
○衣服を長時間不潔なままにする
○乳幼児を車に放置する

あなたの「とよむ心」で子どもたちを虐待から守りましょう。

県税市町村税の納め忘れは
ありませんか？
　村では、未納者へ督促状や催告状で納
付をお願いしていますが、未だ納付され
ていない方に対して、納税の公平と税収
の確保を図るために、財産（預貯金、年
金、給与、不動産、賃料、等）の差押、
軽自動車・原付バイクへのタイヤロック
などの対策を強化しています。
　督促状を放置したり、催告を無視した
りしても問題の解決にはなりません。様
々な理由により納付が困難な場合には、
早めの相談を行ってください。

税に関する情報は、「国税庁ホームページ」を、国税分野におけるマイナンバー制度に

関する情報は、「国税庁法人番号公表サイト」をご覧下さい。
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中城護佐丸中城護佐丸 が開催されましたが開催されました

　10月22日、23日、3年ぶりとなる第12回なかぐすく護佐丸まつりが、世界遺産中城城跡で開催
され、多くのお客さんで賑わいました。
　10月22日、23日、3年ぶりとなる第12回なかぐすく護佐丸まつりが、世界遺産中城城跡で開催
され、多くのお客さんで賑わいました。

▲子ども達によるかわいいダンス♪▲子ども達によるかわいいダンス♪

▲海外移住
者子弟研修

生によるダ
ンス

▲海外移住
者子弟研修

生によるダ
ンス

▲お客さんも参加♪ホーメルの味をあてられるかな？利きホーメル

▲お客さんも参加♪ホーメルの味をあてられるかな？利きホーメル

▲皆で楽しく♪ZUMBA W M(ズンバウィットエム)の皆さん▲皆で楽しく♪ZUMBA W M(ズンバウィットエム)の皆さん

▲親子でチョンダラ
ー▲親子でチョンダラ
ー

▲津覇の獅子舞
▲津覇の獅子舞

▲伊集の打花鼓(ターフ
ァークー)▲伊集の打花鼓(ターフ
ァークー)▲沢山のお客さんで賑わいました♪

▲沢山のお客さんで賑わいました♪

▲何が飛び出すのかな？ピ
エロのファンキー▲何が飛び出すのかな？ピ
エロのファンキー

▲アイモコによるライブ
▲アイモコによるライブ

玉木聖愛玉木聖愛

KOBAKOBA

普天間かおり普天間かおり

▲本村出身の
　アーティスト
　によるライブ

▲本村出身の
　アーティスト
　によるライブ

▲左から儀間咲彩
さん、比嘉理沙さん

、マゲ平さんによる
司会♪

▲左から儀間咲彩
さん、比嘉理沙さん

、マゲ平さんによる
司会♪
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健康保険課　☎895-2131(253・254)

月12 健 康 カ レ ン ダ ー
こどもの健診 実施場所：吉の浦会館

実施場所：吉の浦会館

3歳児健診
12月１日（木）

対 象 者
受付時間

Ｈ25.4.15～Ｈ25.5.31生まれ
13：30～14：30

対 象 者
受付時間

未受診・経過観察者
13：00～14：00

対 象 者

受付時間

H28.7.30～H28.9.17生まれ
H28.3. 1 ～H28.4.17生まれ
14：00～14：30
13：00～13：30

8：30～11：00
平日受診できない方

ふれあい事業 実施場所：各公民館

おとなの健診
集団健診

乳幼児健診
12月８日（木）

乳児一般健診
12月17日（土）

※(　)内は前月との比較

受付時間
対 象 者12月18日（日）

※ふれあい事業とは・・・80歳以上の方を対象に、各自治
会が主体となって行う地域住民のふれあいを目的と
した事業です。ボランティア活動としてもご参加頂け
ます。詳しくは各自治会までお問い合わせください。

●新　垣
●和宇慶
●南上原・浜
●北　浜
●奥　間
●当　間

●津覇・登又
●　泊
●久　場
●伊舎堂
●北上原

12月  9日（金）
12月12日（月）
12月13日（火）
12月14日（水）
12月15日（木）
12月16日（金）

12月19日（月）
12月20日（火）
12月21日（水）
12月22日（木）
12月27日（火）

12月カレンダー
◆なかよし児童館　(☎988-0156)

◆地域子育て支援センター(ごさまる) (☎988-0134)

空調・衛生設備工事・浄化槽工事・保守点検業務

代表取締役　 天　願　智　一

本    社

支    店

那覇市曙3丁目20番12号　TEL（098）861-6321

うるま市字赤道14番地6　TEL（098）973-3914

ペン習字  かきかた  筆ペン  毛筆

毎週金曜日 14時～20時

年賀状や封筒書き・手紙・慶弔の表書きな
ど普段の生活の中で生かせる書写。
お気軽にご参加ください。

11月秋の体験

お友だち同士、ご家族、お孫さんと一緒に始められる方が増えています♪

護佐丸歴史資料図書館カレンダー

毎週火曜日は休館日です。また、毎月第３木曜日は
資料整理日のため休館とさせていただきます。
土・日・祝日は午後５時までです。

土 日月 火 木 金水

3 4　 　 1 2
10 115 6 7 8 9
17 1812 13 14 15 16
24 2519 20 21 22 23
3126 27 28 29 30

月12

なかよし映画館
●12月17日(土) 午前10時から12時
※当日受付OK!!
※この時間、他の遊びはできません。

●12月28日(水)　●定員　30名
●参加費　無料
※この日は掃除の日なので遊べません。
※みんなで児童館を綺麗にしよう!

●12月16日(金)
　午前9時30分から12時 
　午後1時から4時
●定員　40組
●持ち物　雑巾

●12月27日(火) 午前10時から午後1時
●定員　25組
●参加費　390円
協力：沖縄キリスト教短期大学　児童文化研究サークル

クリスマスパーティー

ピカピカ大作戦 & そばパーティー

おおそうじ　ぴかぴかDAY

クリスマス会　わくわく どきどき クリスマス

●12月26日(月) 午後1時から3時
●参加費　100円
●定員　30名

※申し込みは来所にてお願いします。
※詳しくは児童館・子育て支援センターまでお問い
合せ下さい。
※12月29日(木)から１月３日(火)は年末年始のた
め、児童館・地域子育て支援センターはお休みさ
せて頂きます。ご了承下さい。

　今月の朝市は11月27日（日）午前９時から午前11時まで
浜漁港内荷さばき場で開催致します。新鮮野菜や海産物、加
工品等を取りそろえて皆様のお越しをお待ちしております。
（魚汁の販売も行っております。）ぜひご来場ください！！
　なお、朝市の開催時間は午前９時から午前11時までに変
更になりましたのでお知らせ致します。

毎週火曜日、毎月第3木曜日（資料整理日）

【 資 料 図 書 室 】
月・水～金曜日：午前10 時～午後7時
土・日・祝祭日：午前10 時～午後5時
【中城歴史展示室】
月・水～日曜日：午前10 時～午後5時

護佐丸歴史資料図書館　☎098-895-5302
お問い合わせ

休 館 日

開館時間

中城村
護佐丸歴史資料図書館だより

中城村
護佐丸歴史資料図書館だより

お 知 ら せ

読み聞かせ会のお知らせ
10月から毎月1回、職員による絵本の
読み聞かせを行っています。

★参加自由となっています。
　お気軽にご参加ください♪

日時：毎月第2土曜日午後3時～
場所：資料図書室1Fおはなしの部屋

中城村の人口　平成28年9月末現在
人　口
　男
　女
世帯数

20，154人
10，118人
10，036人
7，977世帯

（＋73）
（＋40）
（＋33）
（＋20）

【お問い合わせ】　
中城村役場　農林水産課　☎895-2131(内313)

あたいぐぁ～朝市の開催について
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【お問い合わせ】　
中城村体育協会　☎895-3707

【お問い合わせ】　
末吉　　義良　　☎090-9783-5418
入里　　叶男　　☎090-5292-2887
佐渡山　安信　　☎090-3796-0286
新垣　　純子　　☎090-6864-4010

【お問い合わせ】　
幹事　末吉　義良　☎090-9783-5418

組踊「護佐丸」の会員・出演者募集について沖縄県の最低賃金について

横綱白鵬が中城城跡にやってきます!

第11回　空 手 演 武 会

　本大会は青少年の健全育成及び老若男女への
空手の普及で健康を図る。一般、高校生、中学生、
小学生の空手演武及び素晴らしい“技"を披露し
ます。
　
【主　催】 中城村体育協会
【日　時】 平成28年12月４日(日)
　　　　 午後２時　開演～
【場　所】 吉の浦会館

CCI 社交ダンスサークル　中城（募集）

ダンスでリズミカルな＆優雅な人生を！
初心者大歓迎します！
【サークル名】 CCI  社交ダンスサークル　中城
【活動日】 毎週水曜日　午後7時30分から午後9時20分(1時間50分)
【場　所】 中城吉の浦公園内　クラブハウス2F
【会　費】 ８回　3,000円

歌が大好きな人！集まれ～(募集)

高め合おう　うた声の輪を　同じ目線で　同じ心で
【サークル名】 うた声サークル　吉の浦
【指導者】 森山　政和 （フォレスト合唱団指揮者）
　　　　 入里　叶男 （シンガーソングライター・元音楽教師）
　　　　 佐渡山　安信 （中城ジュニアオーケストラ指揮者・元音楽教師）
【活動日】 毎週火曜日　午後7時30分～午後9時(1時間30分)
【場　所】 中城小学校（ひかりホール）
【会　費】 月間　1,000円
【練習曲】 ①オリジナル曲　②沖縄の歌　③童謡等
【募集人数】 30名（集まり次第締め切り予定）

　組踊「護佐丸」保存会が発足してから20年余
になり、中城の伝統文化の1つとして保存・継承・
発展のため上演を行ってきました。
　この度、保存・継続させるため経験者・未経験
者を問わず出演者の募集を行いたいと思います
ので、参加してみたい、興味があるという方は気
軽に申込み、お問合せ下さい。
1．募集対象
　　組踊に興味・関心のある村内在住者
2．募集期間
　　平成28年11月1日～平成28年12月末まで
3．稽古場所　吉の浦会館
4．参加費　無料

※最低賃金に関する特設サイトもございます。イン
ターネットで「最低賃金制度」とご検索下さい。
※最低賃金に関するお問い合わせは沖縄労働局また
は最寄りの労働基準監督署へ

　平成28年10月１日から、沖縄県の最低賃金が
時間給714円に変わりました。

　中城村大相撲土俵入り実行委員会では、中城村の観光振興の一環として、中城城跡の新たな魅
力の創出と知名度の向上により、年間15万人の集客目標達成に向け「平成28年世界遺産中城城
跡横綱白鵬土俵入り」を開催いたします。
　壮大な世界遺産中城城跡を背景に横綱白鵬の迫力ある土俵入りが披露されますので、村民の
みなさまをはじめ、多くの方々のご来場をお待ちしております。
　なお、会場周辺には駐車場がありませんので、お越しの際はタクシーなどをご利用ください。
【日　時】　平成28年12月17日（土）　午前10時30分（予定）
【場　所】　世界遺産  中城城跡
【入場料】　大人400円（中城城跡への入場料）、高校生以下無料

【お問い合せ】
中城村大相撲土俵入り実行委員会（中城村役場企業立地・観光推進課内）
☎895-2131（内 301）

第45回ごさまるトリムマラソン大会
参加者募集のおしらせ

【開  催  日】　平成29年1月15日（日） ※雨天決行
【会　　場】　ごさまる陸上競技場
【開催種目】　2キロコース（制限時間30分）　定員500名
　　　　　　3.2キロコース（制限時間40分）　定員200名
　　　　　　6.3キロコース（制限時間60分）　定員100名
【参  加  料】　700円　※申込後、参加料は返金致しません。
【申込受付】　中城村民体育館窓口での受付になります。
　　　　　　（電話・FAXでの申込受付は、致しません。）
【申込み受付・締切】
　　　　　　11月12日（土）～12月22日（木）午後5時まで
　　　　　　（定員に達した場合、受付終了となります。）
　　　　　　※当日の参加申込はできません。

【主催・お問合せ】
中城村体育協会・吉の浦総合スポーツクラブ　☎895－3707

【申込・お問い合わせ】　
中城村教育委員会　生涯学習課
☎895-3707
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　この度、保存・継続させるため経験者・未経験
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　中城村大相撲土俵入り実行委員会では、中城村の観光振興の一環として、中城城跡の新たな魅
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跡横綱白鵬土俵入り」を開催いたします。
　壮大な世界遺産中城城跡を背景に横綱白鵬の迫力ある土俵入りが披露されますので、村民の
みなさまをはじめ、多くの方々のご来場をお待ちしております。
　なお、会場周辺には駐車場がありませんので、お越しの際はタクシーなどをご利用ください。
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【入場料】　大人400円（中城城跡への入場料）、高校生以下無料
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中城村大相撲土俵入り実行委員会（中城村役場企業立地・観光推進課内）
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第45回ごさまるトリムマラソン大会
参加者募集のおしらせ

【開  催  日】　平成29年1月15日（日） ※雨天決行
【会　　場】　ごさまる陸上競技場
【開催種目】　2キロコース（制限時間30分）　定員500名
　　　　　　3.2キロコース（制限時間40分）　定員200名
　　　　　　6.3キロコース（制限時間60分）　定員100名
【参  加  料】　700円　※申込後、参加料は返金致しません。
【申込受付】　中城村民体育館窓口での受付になります。
　　　　　　（電話・FAXでの申込受付は、致しません。）
【申込み受付・締切】
　　　　　　11月12日（土）～12月22日（木）午後5時まで
　　　　　　（定員に達した場合、受付終了となります。）
　　　　　　※当日の参加申込はできません。

【主催・お問合せ】
中城村体育協会・吉の浦総合スポーツクラブ　☎895－3707

【申込・お問い合わせ】　
中城村教育委員会　生涯学習課
☎895-3707
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株式会社

佐 渡 山　　聖

沖縄県知事認可  （般－23）第 6234 号
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本　　　社　〒902-2131　沖縄県浦添市5丁目6番 8号（建設会館6階）
　　　　　   TEL（098）876-4612　FAX（098）876-7157
　　　　　   E-mail：zenoki@mco.ne.lp
中城営業所　〒901-2421　沖縄県中頭郡中城村登又1052番地

全 沖 産 業

人材育成基金へ
寄付がありました。

ご寄附誠にありがとうございます。

平成28年9月21日

●與儀　ヨシ　様より
　トーカチ祝い記念として　　  　  30,000円

平成28年9月23日

●和仁屋　キヌ　様より
　新100歳祝い記念として　　　    50,000円

公共下水道接続補助金の申請受付 11月30日まで!!

【公共下水道供用開始地区】
（伊集・南浜・北浜・和宇慶・津覇・奥間・浜・安里・当間・屋宜・南上原一部・添石一部）
　設置している浄化槽の種類によって補助額が異なります。下記の表をご確認くだ
さい。詳しくは、中城村役場上下水道課までお問い合わせください。
【補助額】

【申込・お問い合わせ】　
県立宜野湾高等学校通信制課程　☎942-2363

県立宜野湾高等学校　通信制　説明会

　通信教育は、働きながら学ぶことができる教育シ
ステムであり、本校では週１回の日曜スクーリング
と、平日の自主学習を主体とした学習形態です。
　年齢の制限はありません。説明会を下記のとおり
行います。一度お問い合わせ下さい。

　中城村では、公共下水道供用開始地区にお住まいの方へ、下水道接続工事に対して補助金交付
を行っております。この機会に下水道への接続をよろしくお願いします。（※新築は除く）
　今年度の受付締切が11月30日までとなりますので、ご検討の方は、お早めにお申し込みお願
いします。なお、受付後、平成29年2月末までに工事を完了する必要があります。

平成27年度ごみ処理施設「青葉苑」
ダイオキシン類測定結果について

納めた国民年金保険料は
全額が社会保険料控除の対象です！

　「ダイオキシン類対策特別措置法及び大気汚染防止法」に基づき、中城村北中城村清掃事務組
合ごみ処理施設「青葉苑」の排ガス測定調査を実施しました。
　その結果、すべての測定項目とも法定基準に適合していたことを報告します。

【お問い合せ】　中城村役場　上下水道課　☎895-5280(内303)
　国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同
様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
　控除の対象となるのは、平成28年1月から12月までに納められた保険料の全額です。過去の年度分や
追納された保険料も含まれます。
　また、ご自身の保険料だけではなく、配偶者やご家族（お子様等）の負担すべき国民年金保険料を支
払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
　なお、平成28年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整
や確定申告を行うときに、領収証書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。
　このため、平成28年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方には、11月上旬
に日本年金機構から「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が送られますので、申告書の提出の際に
は必ずこの証明書または領収証書を添付してください。（平成28年10月1日から12月31日までの間に、
今年はじめて国民年金保険料を納められた方へは、翌年の2月上旬に送られます。）
　税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制
度です。保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう。

【お問い合わせ】　コザ年金事務所　国民年金課　☎933-2267
　　　　　　　　中城村役場　住民生活課　　　☎895-1737（直通）

【お問い合せ】　中城村役場　住民生活課　☎895-1737(直通) 単独処理浄化槽または汲み取り式トイレを設置
している建物の場合

上限 100,000円 上限 50,000円

合併処理浄化槽を設置している建物の場合

試験（採取）日

調査項目 １号炉煙突 ２号炉煙突

0.00024

※単位：ng（ナノグラム）=10億分の1グラム

0.00034

大気汚染防止法
ダイオキシン類
対策特別措置法

排ガス
ダイオキシン類

毒性等量
ng-TEQ/㎥N 基準：5.0以下

平成27年12月11日 平成27年11月 5日

【日時】平成28年11月27日（日）・12月11日（日）
　　　午後3時30分～
　　　  （どちらかご都合の良い日を申し込んで下さい。）
【場所】 宜野湾高等学校（当日掲示します）
【内容】 通信制の学習の仕方について・卒業生の体験談（予定）
※詳細については下記までお問い合わせ下さい。
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材料（1人分） 【作り方】
①紅芋の皮を剥いて適当な大きさに切って
　20分茹でる。
②茹で上がった紅芋をマッシャーでなめら
　かになるまで潰す。
③潰した紅芋に砂糖・タピオカ粉・豆乳を
　入れてよく混ぜる。
④丸く形を作り、フライパンにオリーブ油
　をしいて焼く。
⑤両面に焼き色が付いたら、お皿に盛り付
　けてお好みで、きなこをかけて完成！

栄養価　《1人分》
エネルギー　：164kcal
食物繊維：2.0ｇポイント

中 城の 栄 養 士 だ よ り No62 管理栄養士：宮城　

第 12回中城護佐丸まつりが開催されました！ (関連記事 P8～ P9)第 12回中城護佐丸まつりが開催されました！ (関連記事 P8～ P9)

　11月に入り、少しずつ気温が下がってきて、沖縄の短い秋を感じられるのではないでしょうか？
今月、紹介するのは秋にピッタリな紅芋を使ったおやつです。
　紅芋は約 400 年前に宮古島にもたらされたのが、日本で最初だといわれています。その後、野国総官が普及
に努めました。
　紅芋は抗酸化作用に優れるアントシアニンというポリフェノールが多く含まれています。また、食物繊維、ビ
タミンＡ、カリウムなどを含み、その機能性が注目されています。
　今回のおやつは全て植物性の材料なので、体に優しく仕上がっています。ぜひお試しあれ (#^.^#)

今月の
び～
ん

び～
ん

いっぺーまーさい品いっぺーまーさい品

2016世界遺産中城城跡

開催のお知らせ !

プロジェクションマッピングプロジェクションマッピング

風光明媚な世界遺産中城城跡を観光振興の目玉としてさらに推進することを目的に、
今年も世界遺産と伝統芸能を活かした

「2016世界遺産中城城跡プロジェクションマッピング」を開催いたします！
【日　程】平成 28年 11月 19日（土）、20日（日）
　　　　 午後 4時　開場
　　　　 午後 6時　開演
　　　　　　　　　　オープニングイベント (コンサート )
　　　　　　　　　　レーザーショー
　　　　　　　　　　プロジェクションマッピング上映
　　　　 午後 8時　終演
【場　所】世界遺産中城城跡
【入場料】無料。ただし、城跡内観覧の際は別途観覧料が必要です。観覧受付は午後 5時まで
【駐車場】会場周辺は駐車場が限られています。ご来場の際は、各臨時駐車場からシャトルバスをご利用ください。
　　　　　臨時駐車場 (1) 吉の浦会館　(2) 成田山　(3) イオンモール沖縄ライカム
※寒さ対策のうえ、ご来場ください。　※荒天中止。

【お問い合わせ】中城村役場　企業立地・観光推進課　☎895-2131( 内 301) 

バターを足して、豆乳の代わりに牛乳を使うとスイートポテト風に変わります !(^^)!

紅　芋
砂　糖
タピオカ粉
片栗粉
豆乳
きな粉
オリーブ油

　50g
    5g
小さじ 1
小さじ 1
　10ml
　お好み
適量

食品名 分量

（両日）
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開
催
さ
れ
ま
し
た
！！

●むらの話題
●平成 29年度保育所入所児童募集案内
●ヘルプロ通信
●海外短期留学派遣事業報告
●11月は村県民税の納期です
●11月は児童虐待防止推進月間です

・・P8～P9

・・・・・・・・・P10
P11

・・・・・・P12～P15
・・・P16

●第 12回中城護佐丸まつりが
　開催されました！
●12月カレンダー
●中城村護佐丸歴史資料図書館だより
●案内・お知らせ
●プロジェクションマッピング
　開催のお知らせ


