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中 城の 栄 養 士 だ よ り No73 管理栄養士：宮城

【作り方】
①にんじん、いんげんをせん切りにします。
②つきこんにゃくは下茹でし、水分を切ります。
③鍋にサラダ油を熱し、つきこんにゃくを炒め
ます。
④Ａの調味料を加え、ひと煮立ちさせたら、に
んじん、いんげんを加え中火で炒り煮します。
⑤汁気がなくなったら、火を止めて一味唐辛子
をふりかけて完成です。

　今月の栄養士だよりで紹介するのは、「きんぴらこんにゃく」です。
こんにゃくは、6 世紀ごろに中国から医薬品の１つとして日本に伝来したと考えられており、日常的に様々な
料理で食べているのは日本だけだといわれています。
　こんにゃくは低カロリーで、食物繊維が多く含まれています。様々な料理に取り入れれば、食事全体のカロ
リーダウンに効果的です。いろんなこんにゃく料理に挑戦してみて下さいね (^^)
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いっぺーまーさい品いっぺーまーさい品

栄養価　《1人分》
エネルギー　：56kcal

材料（2人分）

にんじん
いんげん
※つきこんにゃく
サラダ油
一味唐辛子
だし汁
酒
しょうゆ
砂糖

50g
4 本
150g
大さじ 1
適量

1/4 カップ
大さじ 1
大さじ 2
大さじ 1

食　品　名 分　量

※つきこんにゃくとは、こんにゃく製造時に型に入れて固めて作る板こんにゃくを
　こんにゃく突き（先に格子状の刃がついた機器）などで、細長い状態にしたものです。

きんぴらこんにゃくきんぴらこんにゃく
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●第 10回中城文化まつり
●平成 30年度　保育所入所児童
　募集案内
●11月は『村県民税　第 3期』の
　納期です
●下水道補助金の申請受付
　11月 30日まで！！
●～海外短期留学派遣事業～

●ヘルプロ
●むらの話題
●12月カレンダー
●中城村護佐丸歴史資料図書館
●案内 · お知らせ
●2017世界遺産中城城跡
　プロジェクションマッピング

　



第 10回中城文化まつり～保存・継承・発展～

【お問い合わせ】中城文化まつり実行委員会 (中城村教育委員会生涯学習課内 )　☎895-5700

【日　時】　平成29年11月14日(火)　午後6時30分開場　午後7時開演
【会　場】　吉の浦会館大ホール　中城村字安里187番地1　☎895-6994
【定　員】　200人(先着順となります)

【お問い合わせ】中城村役場　農林水産課　☎895-2131( 内 321)

平成 30年度　保育所入所児童募集案内
　平成30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。

　「島やさいの特徴と魅力、そして、活用方法について」をテーマに、フォーラム及びパネルディス
カッションを開催します。入場無料です！当日、アンケートに答えると島にんじん又は島人参焼き
ドーナツをプレゼントします！

【お問い合わせ】中城村役場　福祉課　☎895-1738( 直通 )

●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29年11月6日(月)から村役場福祉課にて配布します。村役場ホームページからも取得が可
　能です。
　　※窓口での申込書配布時間は、午前8時30分～午後5時15分です。

●受付期間
　平成29年12月1日(金)～平成29年12月20日(水)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(正午から午後1時)は除きます。
　　※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。

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！
　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29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、ご家族(配偶者やお子様等)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29年度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29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29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】中城村役場　住民生活課　☎895-1737( 直通 )

平成29年11月11日(土)・12日(日)開催！！

【展示部門・体験コーナー】
護佐丸歴史資料図書館
11日(土)　午後1時～午後5時
12日(日)　午前10時～午後5時
書道・写真・水彩画等の作品展示、
昔のおもちゃ作りなど

【舞台部門】
吉の浦会館
11日(土)　午後1時30分～
子ども芸能、文化協会、組踊りなど
12日(日)　午後1時～
各種団体発表、文化協会、民俗芸能など

琉球新報移動編集局　地域づくりフォーラム
「島やさいの村　響む中城」を目指して

とよ

第1部　基調講演（午後7時～午後8時）
(1)沖縄第一ホテル　野菜ソムリエプロ　渡辺 克江 氏
　　「身近な島野菜を見直して」
(2)元沖縄県農業研究センター所長　農学博士　高江洲 賢文 氏
　「希少な島やさいの豊富な中城村で『島やさいの村：響む中城』を目指して｣
(3)コープおきなわ　まち・ひと・ものづくりサポーター　石原 修 氏
　　「地域の共同で地域の宝となる商品開発を」

第2部　パネルディスカッション（午後8時10分～午後8時45分）
パネリスト・野菜ソムリエプロ　渡辺 克江 氏
　　　　　・JAおきなわ中城支店野菜生産部会　運営委員　宮平 守信 氏
　　　　　・元沖縄県農業研究センター所長　農学博士　高江洲 賢文 氏
　　　　　・コープおきなわ　まち・ひと・ものづくりサポーター　石原 修 氏
　　　　　・JAおきなわ中部地区営農振興センター農産部野菜果実指導課長　佐次田 貴生 氏
　　　　　・沖縄協同青果(株)　総合企画部商品開発販促担当　比嘉 幸子 氏

＼みんな来て
ね～！／
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下水道補助金の申請受付　11月30日まで！！

11月は『村県民税　第 3期』の納期です
　11月は『村県民税　第3期』の納期となっております。納付書に記載されている納付期限をご確
認のうえ、期限内に納めていただきますようお願いします。
　また、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。

　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予算の範囲内で補
助金交付を行っております。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
にお申し込み下さい。なお、受付後、平成30年2月末までに工事を完了する必要があります。

　【公共下水道供用開始地区】
　伊集～屋宜・添石一部・南上原一部

　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。

11月と12月は「県税・市町村税徴収強化月間」です！

　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・ミラーズ
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。
　なお、相談が込み合うことも多いため、来庁前
に相談日の予約をお願いします。

村税の納付は、便利で確実な口座振替がお勧めです。
　口座振替の申込については、下記(1)～(3)をご持参のうえ、ご利用の金融機関窓口にてお手
続きをお願いします。
　(1)口座振替払届出書(平成29年度納税通知書内)
　(2)口座振替にご利用の預金通帳等
　(3)通帳に使用している印鑑
　なお、口座振替日は各納付月の20日となっております。振替日が土日・祝日の場合は、翌営
業日の振替となります。

【お問い合わせ】中城村役場　上下水道課　☎895-5280( 直通 ) 【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・242）

◆平成 29年度　各税の納期◆

村県民税 固定資産税 軽自動車税

第1期 6月30日 5月31日 5月31日

第2期 10月 2日 7月31日

第3期 11月30日 12月25日

第4期 1月31日 2月28日

口座振替での納付が便利です！！

【期間】平成29年11月1日～12月28日

中城の海をきれいに
しよう♪

浄化槽の種類

補助額 上限　100,000円 上限　50,000円

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

合併処理浄化槽を設置している
建物の場合

11 月は児童虐待防止推進月間です

　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、
村役場や児童相談所に相談しましょう。

●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

【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 )

『いちはやく　知らせる勇気　つなぐ声』
平成29年度「児童虐待防止推進月間」標語

●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
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中城の海をきれいに
しよう♪

浄化槽の種類

補助額 上限　100,000円 上限　50,000円

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

合併処理浄化槽を設置している
建物の場合

11 月は児童虐待防止推進月間です

　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、
村役場や児童相談所に相談しましょう。

●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

【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 )

『いちはやく　知らせる勇気　つなぐ声』
平成29年度「児童虐待防止推進月間」標語

●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

4なかぐすく広報 No.247（2017.11.2）5 なかぐすく広報 No.247（2017.11.2）



①手洗い
→外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに手を洗う。

①咳エチケット
→くしゃみや咳が出るときは、飛沫に
    ウイルスを含んでいるかもしれませ
   んので、咳エチケットを心がけまし
　ょう。

②ふだんの健康管理
→インフルエンザは免疫力が弱っていると感染しやすくなり、症状が重く
   なってしまう恐れがあるため、普段から十分な睡眠とバランスのよい
    食事を心がけ、免疫力を高めておきましょう。

④人混みや外出を控える
→インフルエンザが流行してきたら、不要不急のときはなるべく、人混みや繁華街への外出を
    控えましょう。

③インフルエンザ予防接種を受ける
→予防接種（ワクチン）は、インフルエンザが発症する可能性を減らし、もし発症しても重い症状
　になるのを防ぐ効果があります。（※ワクチンを打っていてもインフルエンザにかかる場合があります）

～海外短期留学派遣事業～
　中城村、北中城村、東村、南城市の中高生46名(本村より9名)
が、アメリカのワシントン州立大学に7月13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
した短期留学となりました。

・これから英語が必要になってくる社会になると思うので、積極的に他国の人と会話し、交流をして  
いきたいと思います。

・今まで学校での英会話のスピードはとても速く感じていましたが、帰国後はゆっくり聞こえた事  
に驚きました。アメリカでの会話のスピードに慣れ、英語の聞き取りに自信がつきました。

・短期留学を通して感じた事は、言葉だけではなく、気持ちや身体を使ったコミュニケーションの大
切さです。あいまいな文法でも相手としっかり目線を交わし、ジェスチャーを加える事でお互いを
理解し合うことが出来ました。

・この留学で英語力を試したいという目標がありました。現地の方と話せて、本当に通じて普通に会
話ができて嬉しかったです。

・私がアメリカで感じた皆さんに一番伝えたいことは『気持ち』の大切さです。他国に行ってそこの
言葉をしゃべれなくても、伝えたいという気持ちがあれば確実ではないけども伝わります。その気
持ちに応えてくれる人が絶対います。アメリカでの経験を通して、何かを成し遂げる時に必要なも
のは気持ちがということを学びました。

・私がこの３週間の短期留学で、相手に言葉が伝わるか伝わらないかではなく、自分が思っている事
をとにかく伝えようという考えに変わりました。相手から受け取った言葉は、私が返さないと会話
には成り立ちません。分からないなら、それをはっきり意思表示することが大切であることも学び
ました。

・今回の短期留学で、アメリカの大学の授業や雰囲気、生活習慣、食事、文化を実際に体験する事が出
来た事で、自分の視野がとても広がったと思います。WSUの先生やカウンセラー、引率の方々、一緒
に行った中高生からも、自分の将来の選択肢に繋がるようなとても貴重な話や体験談をたくさん聞
きました。人生が大きく決まる大事な時期に、このような経験が出来て本当に良かったです。

1.インフルエンザから身を守るためには？

2.ほかの人にうつさないためには？

65歳以上を対象にインフルエンザ予防接種の助成をおこなっています。

◆参加者の声◆

【お問い合わせ】中城村役場　健康保険課　　☎895-2131( 内線 253・254)

ヘルプロ 信通
対策始めてますか？対策始めてますか？対策始めてますか？インフルエンザインフルエンザインフルエンザ

インフルエンザの感染を広げないために、
1人1人が「かからない」「うつさない」対策を

心がけましょう。

●実施期間：平成29年10月1日～平成30年２月28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：①中城村に住所登録がある65歳以上の者
　　　　　②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）

正しいマスクの着用法
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　中城村、北中城村、東村、南
城市の小中学生43名(本村より
9名)が、8月14日から8月20日までの7日間、名護青少
年の家にて英語キャンプを行いました。寝食を共にし
ながら英語を学び、授業の中での共同作業では、中学
生が小学生に英語を教える風景も見られ、交流を深め
ながら楽しく学びました。　　

むらむら
のの話題話題

TopicsTopicsEE

　9月11日、中頭教育事務所にて第32回中頭地区
「少年の主張大会」が開催され、各市町村代表の12名
が主張しました。中城村からは、中城中学校3年生の
比嘉青花さんが「携帯電話の正しい使い方」という演
題で、堂々と自身の意見を主張し、優良賞を受賞しま
した。

　10月9日、吉の浦会館敷地内の駐車場において、中
城村PTA連合会主催「親子DE学ぼう·遊ぼう、わくわ
くグッジョブスクール!!!」が開催されました。会場に
は、ゴーカートやさをり織り、押し花しおり作りにド
ローン操縦など様々な体験ブースが設けられ、参加
した子ども達の「すごい！面白い！」といった楽しそ
うな声で賑わっていました。

　9月24日、“みんなが村に恋をする”をテーマに、中
城青年祭りが開催され、3,500名のご来場がありま
した！！美しいフラダンスや勇壮なエイサー演舞の
他、村出身アーティストによるライブや芸人さん達
によるお笑いライブで会場を盛り上げました。最後
に盛大な花火が打ち上げられ、夏の夜空を彩り、祭り
を締めくくりました。

　9月3日に東京都後楽園ホールで開催された「第
10回U―15ボクシング全国大会」において、中城中
学校1年生の謝花海光さん（写真中央）が中学生の部
35キロ級で優勝し、大会2連覇を達成しました。海光
さんは、将来の夢を「世界で活躍できる選手になりた
い。」と語り、父・海斗さんは「ボクシングは危険なス
ポーツ。まずはインターハイで頑張ってほしい。」と
嬉しそうに話してくれました。

S L キャンプ事業SLキャンプ事業

城青年祭り城青年祭り

U―15ボクシング全国大会U―15ボクシング全国大会

E S L キャンプ事業

優勝！優勝！

頭地区「少年の主張大会」頭地区「少年の主張大会」中中中

じゃはな か い り

ひ    が   はる か

頭地区「少年の主張大会」人も子どもも楽しめる、お仕事体験人も子どもも楽しめる、お仕事体験大大大 人も子どもも楽しめる、お仕事体験

　中頭郡体育協会より、中頭郡のスポーツの発展に
貢献し、また、競技力向上に特に優秀な成績をおさめ
た者に、優秀競技者賞が授与され、中城村より2名の
方が表彰を受けました。
平成29年度中頭郡体育協会表彰者
·感謝状　平敷善盛さん(前中頭郡体育協会  会長)
·優秀競技者　與那覇綾子さん(空手競技)

彰おめでとうございます！彰おめでとうございます！表表表彰おめでとうございます！

　10月2日、村長室で、中城村固定資産評価審査委員
会委員の委嘱状交付式が行われました。新たに選任
されたのは、島袋博光氏（写真右）で任期は平成32年
9月30日までの3年間です。
固定資産評価審査委員会は3名の委員で構成され、
固定資産台帳に登録された価格(評価額)に関する不
服の審査を行います。

定資産評価審査委員会委員を選任定資産評価審査委員会委員を選任固固固定資産評価審査委員会委員を選任

中中中 城青年祭り

U―15ボクシング全国大会

↑写真左から、中城村体育協会 会長 石原昌雄さん、與那覇綾子さん、平敷善盛さん

優勝！
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　中城村、北中城村、東村、南
城市の小中学生43名(本村より
9名)が、8月14日から8月20日までの7日間、名護青少
年の家にて英語キャンプを行いました。寝食を共にし
ながら英語を学び、授業の中での共同作業では、中学
生が小学生に英語を教える風景も見られ、交流を深め
ながら楽しく学びました。　　

むらむら
のの話題話題
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E S L キャンプ事業

優勝！優勝！

頭地区「少年の主張大会」頭地区「少年の主張大会」中中中

じゃはな か い り

ひ    が   はる か
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会委員の委嘱状交付式が行われました。新たに選任
されたのは、島袋博光氏（写真右）で任期は平成32年
9月30日までの3年間です。
固定資産評価審査委員会は3名の委員で構成され、
固定資産台帳に登録された価格(評価額)に関する不
服の審査を行います。

定資産評価審査委員会委員を選任定資産評価審査委員会委員を選任固固固定資産評価審査委員会委員を選任

中中中 城青年祭り

U―15ボクシング全国大会

↑写真左から、中城村体育協会 会長 石原昌雄さん、與那覇綾子さん、平敷善盛さん

優勝！



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
恩納営業所
南城営業所

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
恩納村前兼久 4 9 7 - 3  TEL（098）965-3655
南城市玉城字玉城48番地の1  TEL（098）917-5900

沖縄水質改良株式会社

健康保険課　☎895-2131(内253・254)

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)

ふれあい事業 実施場所：各公民館
●和 宇 慶
●南上原・浜
●北　　浜
●当　　間
●津覇・登又

12月11日（月）
12月12日（火）
12月13日（水）
12月15日（金）
12月18日（月）

●泊・新垣
●久　　場
●奥　　間
●北 上 原
●伊 舎 堂
●南　　浜

12月19日（火）
12月20日（水）
12月21日（木）
12月22日（金）
12月26日（火）
12月27日（水）

※ 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。

※予約制です。健康保険課までお問い合わせください。

月12 健 康 カ レ ン ダ ー
こどもの健診 実施場所：吉の浦会館
3歳児健診
12月7日（木）

1歳6ヶ月児健診
12月14日（木）

離乳食実習
12月21日（木）

【日　時】平成29年11月12日（日）・26日（日）
　　　　午前9時～午前11時
【場　所】浜漁港内荷さばき場
　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。
　出展者も随時募集しておりますので
お気軽にお問い合わせ下さい。
【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～朝市開催のお知らせ

対   象
受付時間

H28.5.3～H28.6.14生
13：30～14：30

H29.7.10～H29.8.21生
上記の保護者（児の同伴可）
13：00～13：30

対   象
受付時間

H26.4.13～H26.6.7生
13：30～14：30

おとなの健診 実施場所：吉の浦会館
住 民 健 診
12月3日（日）
12月17日（日）

対   象

受付時間
健診未受診の方

8:30～11:00

対   象

受付時間

(　)内は前月との比較

中城村の人口 平成29年9月末現在
人　口
　男
　女
世帯数

20,679人
10,387人
10,292人
8,278世帯

（＋58）
（＋29）
（＋29）
（＋31）

【資料図書室】
月・水～金・祝　午前10時～午後7時
（※ 祝日が土日にあたるときは午後5時まで）
土・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
【休館日】
毎週火曜日、毎月第3木曜日（資料整理日）
慰霊の日、年末年始、特別整理期間
祝日の翌平日（振替休館）
【お問い合わせ】
護佐丸歴史資料図書館 ☎895-5302

開 館 時 間

中城村護佐丸歴史資料図書館中城村護佐丸歴史資料図書館
12月護佐丸歴史資料図書館
資料図書室カレンダー

休館日です。　　は午後 5時までです。
12/29 - 1/3 の年末年始期間は休館となります。

土 日月 火 木 金水

2 3　 　 　 　 1
9 104 5 6 7 8
16 1711 12 13 14 15
23 2418 19 20 21 22
30 3125 26 27 28 29

クリスマスパーティー 

クリスマス会
～わくわく どきどき おたのしみ～

●12月26日（火）午前10時～正午
●参加費　100円　　●定　員　30名

ピカピカ大作戦＆カレーパーティー
●12月28日（木）
●参加費　無料　　　●定　員　30名
※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8日（金）午前10時30分～午後1時
●参加費　390円（プレゼント代）
●定　員　25組
●出演者　クラウン・コトラ（パフォーマー）
●持ち物　お弁当か軽食、飲み物
※午後の開館は2時からとなります。

ぴかぴかDay
～お部屋に感謝して～

●12月26日（火）午後1時～午後4時
　12月27日（水）午前9時30分～午後1時
●持ち物　雑巾
※支援センターは12月27日（水）午後から12月
28日(木)は、年末大そうじとワックスがけの為、
お休みです。ご協力お願いします。
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※年末年始のため、プレママさんは12月20日（水）
　となります。
※12月23日(土)天皇誕生日は休館となります。
※詳しくは児童館・子育て支
　援センターまでお問い合
　わせ下さい。
※申込は来所にて受け付け
　ております。

12月はメンテナンス工事の予定があるため、開館・閉館日に
変更が出る可能性があります。工事のスケジュールがきまり
ましたらホームページ等でお知らせいたします。

※平成29年度乳児一般健診対象児でこれまでブックス
　タートを受けてない方は、図書館にて絵本のお引渡し
　を行っております。窓口へお問合せください。

〝ブックスタートやってます！〟
　今年度より始まったブックスタート、早いもので先
日第5回を終えました。これまで128名の赤ちゃん
へ、絵本のプレゼントをさせていただきました。
　ブックスタートは乳児健診受診後に吉の浦会館中
会議室で行っております。待ち時間の間も楽しんで
頂けるよう図書館からお
すすめの絵本や育児に関
する様々な本の紹介リス
トを準備しております。ぜ
ひ、お立ち寄りください。

すべての赤ちゃんのまわりで楽しくあたたかい
ひとときがもたれることを願い、一人ひとりの赤
ちゃんに、絵本を開く楽しい体験といっしょに
絵本を手渡す活動です。

乳児健診の終了後に、5冊の絵本の中から1冊を
選んでもらい、その絵本1冊と絵本バッグ、アド
バイスブックレット等をプレゼントします。対象
は８～11ヶ月児（後期）のすべての赤ちゃんです。
事前に配布されている【絵本引換券】に記入して
ブックスタート会場で受付をお願いします。

●ブックスタートってなぁに？

●どんなことをするの？



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
恩納営業所
南城営業所

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
恩納村前兼久 4 9 7 - 3  TEL（098）965-3655
南城市玉城字玉城48番地の1  TEL（098）917-5900

沖縄水質改良株式会社

健康保険課　☎895-2131(内253・254)

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)

ふれあい事業 実施場所：各公民館
●和 宇 慶
●南上原・浜
●北　　浜
●当　　間
●津覇・登又

12月11日（月）
12月12日（火）
12月13日（水）
12月15日（金）
12月18日（月）

●泊・新垣
●久　　場
●奥　　間
●北 上 原
●伊 舎 堂
●南　　浜

12月19日（火）
12月20日（水）
12月21日（木）
12月22日（金）
12月26日（火）
12月27日（水）

※ 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。

※予約制です。健康保険課までお問い合わせください。

月12 健 康 カ レ ン ダ ー
こどもの健診 実施場所：吉の浦会館
3歳児健診
12月7日（木）

1歳6ヶ月児健診
12月14日（木）

離乳食実習
12月21日（木）

【日　時】平成29年11月12日（日）・26日（日）
　　　　午前9時～午前11時
【場　所】浜漁港内荷さばき場
　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。
　出展者も随時募集しておりますので
お気軽にお問い合わせ下さい。
【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～朝市開催のお知らせ

対   象
受付時間

H28.5.3～H28.6.14生
13：30～14：30

H29.7.10～H29.8.21生
上記の保護者（児の同伴可）
13：00～13：30

対   象
受付時間

H26.4.13～H26.6.7生
13：30～14：30

おとなの健診 実施場所：吉の浦会館
住 民 健 診
12月3日（日）
12月17日（日）

対   象

受付時間
健診未受診の方

8:30～11:00

対   象

受付時間

(　)内は前月との比較

中城村の人口 平成29年9月末現在
人　口
　男
　女
世帯数

20,679人
10,387人
10,292人
8,278世帯

（＋58）
（＋29）
（＋29）
（＋31）

【資料図書室】
月・水～金・祝　午前10時～午後7時
（※ 祝日が土日にあたるときは午後5時まで）
土・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
【休館日】
毎週火曜日、毎月第3木曜日（資料整理日）
慰霊の日、年末年始、特別整理期間
祝日の翌平日（振替休館）
【お問い合わせ】
護佐丸歴史資料図書館 ☎895-5302

開 館 時 間

中城村護佐丸歴史資料図書館中城村護佐丸歴史資料図書館
12月護佐丸歴史資料図書館
資料図書室カレンダー

休館日です。　　は午後 5時までです。
12/29 - 1/3 の年末年始期間は休館となります。

土 日月 火 木 金水

2 3　 　 　 　 1
9 104 5 6 7 8
16 1711 12 13 14 15
23 2418 19 20 21 22
30 3125 26 27 28 29

クリスマスパーティー 

クリスマス会
～わくわく どきどき おたのしみ～

●12月26日（火）午前10時～正午
●参加費　100円　　●定　員　30名

ピカピカ大作戦＆カレーパーティー
●12月28日（木）
●参加費　無料　　　●定　員　30名
※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8日（金）午前10時30分～午後1時
●参加費　390円（プレゼント代）
●定　員　25組
●出演者　クラウン・コトラ（パフォーマー）
●持ち物　お弁当か軽食、飲み物
※午後の開館は2時からとなります。

ぴかぴかDay
～お部屋に感謝して～

●12月26日（火）午後1時～午後4時
　12月27日（水）午前9時30分～午後1時
●持ち物　雑巾
※支援センターは12月27日（水）午後から12月
28日(木)は、年末大そうじとワックスがけの為、
お休みです。ご協力お願いします。
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※年末年始のため、プレママさんは12月20日（水）
　となります。
※12月23日(土)天皇誕生日は休館となります。
※詳しくは児童館・子育て支
　援センターまでお問い合
　わせ下さい。
※申込は来所にて受け付け
　ております。

12月はメンテナンス工事の予定があるため、開館・閉館日に
変更が出る可能性があります。工事のスケジュールがきまり
ましたらホームページ等でお知らせいたします。

※平成29年度乳児一般健診対象児でこれまでブックス
　タートを受けてない方は、図書館にて絵本のお引渡し
　を行っております。窓口へお問合せください。

〝ブックスタートやってます！〟
　今年度より始まったブックスタート、早いもので先
日第5回を終えました。これまで128名の赤ちゃん
へ、絵本のプレゼントをさせていただきました。
　ブックスタートは乳児健診受診後に吉の浦会館中
会議室で行っております。待ち時間の間も楽しんで
頂けるよう図書館からお
すすめの絵本や育児に関
する様々な本の紹介リス
トを準備しております。ぜ
ひ、お立ち寄りください。

すべての赤ちゃんのまわりで楽しくあたたかい
ひとときがもたれることを願い、一人ひとりの赤
ちゃんに、絵本を開く楽しい体験といっしょに
絵本を手渡す活動です。

乳児健診の終了後に、5冊の絵本の中から1冊を
選んでもらい、その絵本1冊と絵本バッグ、アド
バイスブックレット等をプレゼントします。対象
は８～11ヶ月児（後期）のすべての赤ちゃんです。
事前に配布されている【絵本引換券】に記入して
ブックスタート会場で受付をお願いします。

●ブックスタートってなぁに？

●どんなことをするの？



内内 おお らら せせ案案 知知 内内 おお らら せせ案案 知知

保育士 （はーとらいふ保育園）
月給 ： 157,400 円～

830 円

1,050 円～　　短時間勤務可！

830 円　　5時間／1日

　中城村の特産品島にんじんやその他島野菜
を使用した発酵料理とスムージーの料理教室
を開催致します。

第46回 ごさまるトリムマラソン大会参加者募集のお知らせ

【主催・お問い合わせ】  中城村体育協会・吉の浦総合スポーツクラブ（中城村民体育館内）  ☎895-3707

【お問い合わせ】  中城村役場 税務課  ☎895-2131（内240）
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第12回 空手演武会

【開催日】 平成29年12月7日（木）
【時　間】 午前10時～午前11時30分
【場　所】 吉の浦会館調理室　
【参加費】 無料
【定　員】 20名
【講　師】 吉澤 直美さん(野菜ソムリエ)
【参加申込受付】
平成29年11月6日（月）～11月30日（木）
※申込人数が定員に達し次第、受付を終了致
　します。

【開 催 日】 平成30年1月14日（日） ※雨天決行
　　　　　 午前8時45分より開会式
【会　　場】 ごさまる陸上競技場
【開催種目】

【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。）

【申込受付・締切】 ※当日の参加申込はできません。定員に達し次第、受付終了となります。
　　　　　　　　　平成29年11月6日（月）～12月22日（金）午前8時30分から午後10時まで 
　　　　　　　　　ただし、火曜日・公休日については、午後5時まで

島野菜を使った発酵料理と
スムージーの料理教室

【お問い合わせ】
中城村役場  農林水産課  ☎895-2131（内313）

　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ります。
　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29年12月10日（日）　
　　　　 午後2時  開演～　
【場　所】 吉の浦会館

【お問い合わせ】
中城村体育協会（中城村教育委員会 生涯学習課内）

☎895-3707

2キロ
3.2キロ
6.3キロ

30分
40分
60分

550名
150名
100名

コース 時間制限 定　員
午前9時30分
午前10時
午前9時50分

スタート

　仕事を求めるすべての方が、積極採用企業と出会えるイベントです。
●ホテル・観光業界の企業を集めた適職説明・面接会です
●未経験・無資格でも始められるお仕事が多数あります
●正社員、もしくは正社員登用制度のある契約社員の募集が主です
●職場見学の申し込みが可能です(見学後、応募の判断は自由です)

【対　　象】 すべての求職者（一般求職者・平成30年3月卒予定学生）
【日　　時】 平成29年11月17日（金）　午後1時30分～午後5時

適職発見フェアのお知らせについて

【お問い合わせ】  適職発見プロジェクト事務局
　　　　　　　  株式会社 求人おきなわ  ☎860-8900

入場無料!!入場無料!!初めての方でも気軽に参加OK！

11月11日～17日は「税を考える週間」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、1年
を通じて租税に関する啓発活動を行っていますが、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29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。

●税に関する情報は国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)へ　
●国税分野におけるマイナンバー制度に関する情報は、(www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm)へ
●国税庁法人番号公表サイト(www.houjin-bangou.nta.go.jp)へ

1. 国税庁ホームページ
　による広報

2.SNSを利用した広報

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
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内内 おお らら せせ案案 知知

　沖縄公証人役場では、遺産相続問題、遺言、離婚の法律問題で悩んでいる方々の無料法律無料相談
を行っています。
【場　　所】 沖縄公証人役場（沖縄市美里1丁目2番3号 コザ十字路角）
【日　　時】 月曜日～金曜日  午前9時～午後4時30分  ※年末年始除く
【相談事項】 (1)遺言、遺産相続、贈与　　(2)金銭貸借　　(3)土地、建物の売買や賃貸借
　　　　　 (4)離婚、財産分与、養育費、慰謝料　　(5)債権譲渡、リース、賃料不払い
　　　　　 (6)任意後見契約、委任契約　　(7)その他、公証事務に関する事項
※公証人が出張で不在の時もありますので、あらかじめ電話で予約して下さい。

公証事務に関連した「無料法律相談」 

日本年金機構からのお知らせです！

【申込みに関するお問合せ】 おきなわマラソンエントリーセンター
　　　　　　　　　　　　 ☎987-4000
　 【大会に関するお問合せ】 おきなわマラソン実行委員会事務局
　　　　　　　　　　　　 ☎938-0088  HP：www.okinawa-marathon.com

【申込み・お問い合わせ】  県立宜野湾高等学校通信制課程
　　　　　　　　　　　 ☎942-2363
　　　　　　　　　　　 午前9時～午後5時（金・土・祝日除く）

【お問い合わせ】  沖縄公証人役場  TEL 938-9380  FAX 938-5131

※入学願書も11月1日から配布します。本校ホームページにも掲載しますのでご覧下さい。
　(http://www.ginowan-h.open.ed.jp/)

　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、平日の自学自習を主体としたが学習形態です。年齢の制限はありません。向学心のある方、
もう一度学びたいという方を歓迎します。
　説明会を下記の日程で行います。一度お問い合わせください。

【日　　時】 平成29年11月26日（日）・12月10日（日）  午後4時～
　　　　　 （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

～もう一度学びたい方へ～
平成30年度に向けて 県立宜野湾高等学校 通信制 説明会
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内内 おお らら せせ案案 知知

【大会期日】 平成30年2月18日（日）
【開会場所】 沖縄県総合運動公園陸上競技場
【申 込 先】 ファミリーマート、沖縄銀行、コザ信用金庫、郵便局、その他
【申込期間】 平成29年9月1日（金）～12月8日（金）

★フルマラソン職域対抗戦
一企業5人以上のエントリーで参加可能！順位は上位5人の合計タイムで決定！
※フルマラソン申込の際に、必要事項を記入しエントリーしてください。追加費用はかかりません。

フルマラソン

10㎞
ロードレース

リレーマラソン

6時間15分

1時間20分

6時間15分

13,200人

2,500人

400組
800人

午前9時

午前9時40分

午前9時

競技・一般
65歳以上・高校生
一般
高校生
16歳以上の男女ペア
　　　　　 女子ペア

6,000円
5,000円
3,700円
2,200円

一組10,000円

競技種目 制限時間 定　　員 スタート参　加　料

◆種目及び制限時間・参加料等◆

第26回 2018おきなわマラソン

　中城村シルバー人材センターでは、年間を通して会員を募集しています。
　社会貢献やちょっとしたお仕事として、長年培ってきたみなさんのスキルを活かしてみませんか。

中城村シルバー人材センター会員募集のお知らせ

【お問い合わせ】  中城村シルバー人材センター  TEL・FAX 895-2502

【仕事内容】
草刈り、マイクロバスの運転手、交通安全の見
回り、イベント時の交通整理員、家の片づけ、
漏水の補修など
その他、みなさんのスキルを活かせるお仕事
ならなんでもOKです！
【条　　件】
中城村にお住まいの60歳以上の方で、健康で
働く意欲があればどなたでもOKです！
【受　　付】
午前9時～午後5時（土日・祝日を除く）

　11月30日は「年金の日」です!!
　年金記録や将来の年金受給見込額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか。
　「ねんきんネット」をご利用いただくと、いつでもご自身の年金記録を確認できるほか、将来の年
金受給見込額について、ご自身の年金記録を基に様々なパターンの試算をする
こともできます。
　「ねんきんネット」については、日本年金機構のホームページでご確認
いただくか、コザ年金事務所にお問い合わせください。

いい みらい

【お問い合わせ】  コザ年金事務所  ☎933-2267（代表）
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2,200円

一組10,000円

競技種目 制限時間 定　　員 スタート参　加　料

◆種目及び制限時間・参加料等◆

第26回 2018おきなわマラソン

　中城村シルバー人材センターでは、年間を通して会員を募集しています。
　社会貢献やちょっとしたお仕事として、長年培ってきたみなさんのスキルを活かしてみませんか。

中城村シルバー人材センター会員募集のお知らせ

【お問い合わせ】  中城村シルバー人材センター  TEL・FAX 895-2502

【仕事内容】
草刈り、マイクロバスの運転手、交通安全の見
回り、イベント時の交通整理員、家の片づけ、
漏水の補修など
その他、みなさんのスキルを活かせるお仕事
ならなんでもOKです！
【条　　件】
中城村にお住まいの60歳以上の方で、健康で
働く意欲があればどなたでもOKです！
【受　　付】
午前9時～午後5時（土日・祝日を除く）

　11月30日は「年金の日」です!!
　年金記録や将来の年金受給見込額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか。
　「ねんきんネット」をご利用いただくと、いつでもご自身の年金記録を確認できるほか、将来の年
金受給見込額について、ご自身の年金記録を基に様々なパターンの試算をする
こともできます。
　「ねんきんネット」については、日本年金機構のホームページでご確認
いただくか、コザ年金事務所にお問い合わせください。

いい みらい

【お問い合わせ】  コザ年金事務所  ☎933-2267（代表）



見て見て！

お父さんと一緒にゴーカートに乗ったよ！

見て見て！

お父さんと一緒にゴーカートに乗ったよ！
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※

中 城の 栄 養 士 だ よ り No73 管理栄養士：宮城

【作り方】
①にんじん、いんげんをせん切りにします。
②つきこんにゃくは下茹でし、水分を切ります。
③鍋にサラダ油を熱し、つきこんにゃくを炒め
ます。
④Ａの調味料を加え、ひと煮立ちさせたら、に
んじん、いんげんを加え中火で炒り煮します。
⑤汁気がなくなったら、火を止めて一味唐辛子
をふりかけて完成です。

　今月の栄養士だよりで紹介するのは、「きんぴらこんにゃく」です。
こんにゃくは、6 世紀ごろに中国から医薬品の１つとして日本に伝来したと考えられており、日常的に様々な
料理で食べているのは日本だけだといわれています。
　こんにゃくは低カロリーで、食物繊維が多く含まれています。様々な料理に取り入れれば、食事全体のカロ
リーダウンに効果的です。いろんなこんにゃく料理に挑戦してみて下さいね (^^)

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

栄養価　《1人分》
エネルギー　：56kcal

材料（2人分）

にんじん
いんげん
※つきこんにゃく
サラダ油
一味唐辛子
だし汁
酒
しょうゆ
砂糖

50g
4 本
150g
大さじ 1
適量

1/4 カップ
大さじ 1
大さじ 2
大さじ 1

食　品　名 分　量

※つきこんにゃくとは、こんにゃく製造時に型に入れて固めて作る板こんにゃくを
　こんにゃく突き（先に格子状の刃がついた機器）などで、細長い状態にしたものです。

きんぴらこんにゃくきんぴらこんにゃく

A

お料理コラム

今
月
の
主
な
内
容 中城村役場
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●第 10回中城文化まつり
●平成 30年度　保育所入所児童
　募集案内
●11月は『村県民税　第 3期』の
　納期です
●下水道補助金の申請受付
　11月 30日まで！！
●～海外短期留学派遣事業～

●ヘルプロ
●むらの話題
●12月カレンダー
●中城村護佐丸歴史資料図書館
●案内 · お知らせ
●2017世界遺産中城城跡
　プロジェクションマッピング

　


