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▲福智町児童のみなさん

▲写真右から２番目　新垣 光春さん

▲海水浴の様子

　和宇慶にある「小林館協会ときわ中城道場」館
長の新垣光春さんが、８月７日、県立武道館で開催
された第２回沖縄空手世界大会・古武道《サイ》シ
ニア男子の部において、見事「金賞」の成績をおさ
め、村長に報告しました。
　「毎日欠かさず稽古に励み、その成果が優勝に
結び付いた。道場で教えている子供たちに手本を
示すことができて嬉しく思う。空手は平和の武で
あり、生涯スポーツである。今後も稽古を継続し、
沖縄空手・古武道の普及、発展に努めたい。」と語
りました。

むらの話題!Topics
3年ぶりの開催！！中城村・福岡県福智町 児童交流事業
　新型コロナウイルスの影響で令和２年から中止が続いていた、中城村（中城村子ども会育成連絡協議
会）と福岡県福智町（福智町少年の翼）の児童交流が３年ぶりに実施されました。
　福智町から１２名、中城村から１３名の児童が参加し、７月３０日（土）から８月１日（月）の３日間、福智町児童
が沖縄県を訪れ交流を行いました。本交流事業は、研修や体験学習、ホームステイを通して相互の郷土や
文化、歴史を学ぶとともに、児童たちの交流や見聞を広げる機会となっています。
　今回はシーサーの絵付け体験、中城城跡や美ら海水族館の見学、海水浴、また福智町児童が中城村児童
の６家庭にホームステイし、それぞれの家庭での交流など共に過ごしました。
　来年の1月には中城村の児童が福智町を訪れ、再会した児童たちが社会見学や体験学習、ホームステイ
での交流を行う予定です。

新垣 光春さんが
沖縄空手世界大会で金賞受賞を報告

　6月25日・26日に開催された、第42回全日本
バレーボール小学生大会 沖縄県大会 女子ブロッ
クにおいて3位の成績を収めた、津覇小学校の女
子バレーボールクラブが浜田村長に結果報告を
行いました。

津覇小学校女子バレーボールクラブが
県３位を報告
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49期生から母校へ寄贈
　８月２４日、中城中学校にて、1997年卒業４９期生よりプロジェクターの寄贈がありました。
　49期生は200名程おり、成人式から１０年ごとに同窓会を開き、母校へ寄贈をしてきました。この日は
代表の新垣 翼さんら３名が中城中学校を訪れ、贈呈式を行いました。「何でもいいので、一生懸命にな
れることを見つけてほしい。」と翼さんは話し、鹿川校長、生徒会長の川口 一空さん、副会長の森村 
音羽さんは「大切に使わせていただきます。」「プレゼンなどの場面で使っていきたい。」とお礼の言葉を
伝えました。
　贈られたプロジェクターは、授業や集会の際に使用される予定です。

戦争について学び、
　　　　  平和を考える
戦争について学び、
　　　　  平和を考える

　中城村では、毎年、村内の中学生を被爆地へ派遣し、被爆の実相について学習する「中城村青少年
平和学習交流団派遣事業」を実施しています。3年ぶりの実施となった今回は、中城中学校3年生の
嘉味田朝実さん、宮城笑来さん、2年生の新垣快斗さん、高江洲月香さんの4名を平和学習交流団と
して任命し平和学習を行いました。

かみだ   あ さみ み や ぎ  え な あらかき はやと たかえす  るるか

　慰霊の日に、平和祈念資
料館・平和の礎の見学を行い
ました。

　長崎市で開催された「青少年ピースフォーラ
ム」へ参加し、全国から集う派遣者と共に被爆の
実相を学びました。

▲中城村出身者の名前が刻まれた礎を見学する様子

事前学習 6月23日

現地学習（長崎県）8月7日～10日

▲ピースフォーラムボランティアの説明を受ける参加者▲「ケンカ・戦争をなくすには、どうすればいいか」という
　テーマのもと意見交換を行う様子

あらかき　たすく

かわぐち　 　いっくう もりむら

とわ

▲写真左　新垣 翼さん　写真右　川口 一空さん
たすく いっくう
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中学3年生学習支援事業

10月は
3R推進月間です

１.学習塾受講料半額補助 

教育委員会では、コロナ禍でも頑張る子育て世帯の経済的負担を軽減するため、学習塾に通う生
徒の受講料補助及び学習塾に通えない生徒を対象とした無料塾を開講します。くわしくは、案内文書
をご確認ください。対象世帯へは直接郵送にて文書を送付しております。 

まずは、ごみを減らすことから始めませんか？
環境に配慮した行動を心掛け、人にも環境
にもやさしい街にしていきましょう。

対  象  者
対 象 期 間
助 成 金 額
【請求の流れ】

令和4年11月1日を基準日とし、中城村に在住する中学3年生の保護者
令和4年11月1日から令和4年3月31日
1月あたりの学習塾等受講料の半額（上限1万円まで）
①申請書提出（保護者⇒村教育委員会） 〆切：R4.11月末 
②決定通知書送付（村教育委員会⇒保護者） 
③請求書提出（保護者） ※1回目〆切/R4.12月末・2回目〆切/R5.3.8
④保護者口座へ振込 ※１回目（R5.１月末）・２回目（R5.３月末）

２.無料塾
対  象  者
対 象 人 数
場  所
期  間
申し込み方法

村内に在住する中学3年生（学習塾半額補助を受けている方は除く）
３０名以内
中城村立中城中学校内
令和４年１１月１日から高校受験まで
中城村教育委員会へ直接申し込み
【お問い合わせ】中城村教育委員会　教育総務課　☎098-895-3276

【お問い合わせ】中城村役場　住民生活課　生活環境係　☎098-895-2132

過剰な包装は断る
中身を詰め替えられる商品を買う
マイバッグ・マイボトルを使う
食べきれる分だけ買う
食べ残しはしない

Reduceリデュース

「ごみを減らす」

Reuseリユース

「再利用」

使い捨てしないで、また使ってみる

リサイクルショップを利用する
壊れたものを修理して使う

Recycleリサイクル

「再資源化」

ごみをどうリサイクルするか

ごみを出す時に、資源として
正しく分別する

3Rって何？
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新型コロナウイルスに感染しても、ほとんどのお子さんが1～2日の発熱が続いた後に自然に治ります。
ただし、のどの痛みで水分が取れなかったり、下痢が続いたりすることで、脱水を起こすことがあります。
そこで、自宅で療養するときには、ここで紹介するポイントを参考として、お子さんを定期的に見守ってく
ださい。

※陽性が確定していて、症状が悪化した場合は、県から案内されている健康管理センターに連絡し
てください。また、緊急性が高い場合は、救急車を要請してください。
※その他、子どもの急な病気に困ったら、#8000を利用しましょう！
  （平日19時～翌朝8時、土日祝日24時間対応）

新型コロナに感染・疑いの子どもを見守るポイント！

※道路標識及び路面標示を確認し、
　安全運転を心がけましょう。

：村道潮垣線　全線
　 （泊入り口～南浜）
：30km/ｈ
：令和４年７月～

道 路 名

規制速度
規制日時

村道の規制速度の変更について

急いで受診すべき状態
〇呼吸が苦しそう（肩で息をする、ゼイゼイしている、咳で眠れない＋水分がとれない）
〇呼吸が早い（1分間に、乳児50回以上、幼児40回以上、学童30回以上）
〇水分がとれず、または嘔吐や下痢が頻回で、半日以上おしっこがでていない
〇元気がなく、ぐったりしている。呼びかけへの反応が悪い。
〇初めてけいれんした（手足を突っ張る、がくがくする、眼が上を向いている）
〇生後3か月未満の赤ちゃんで38℃以上の発熱があって、下がらない場合

自宅で見守ってよい状態
　38℃以上の発熱があっても、水分が取れていて、遊んだりできているのであ
れば、自宅で様子を見守っていただけます。急いで受診しなければならないわ
けではありません。
　市販の解熱剤を適宜使用しながら、ゆっくりと休ませてあげてください。基
礎疾患のあるお子さんについては、かかりつけ医に電話で相談しましょう。

検査を受けられる医療機関の紹介や
新型コロナに関するその他の問い合わせは‥

新型コロナウイルス感染症
相談窓口（県コールセンター）
098-866-2129

出典：沖縄県HPより

【お問い合わせ】 
中城村役場  住民生活課  生活環境係 
☎098-895-2132

329

中城PA

新垣

当間奥間
中城村津覇

北浜

添石

南浜公民館

津覇のため池

沖縄ホーメル

セブンイレブン

ごさまる歴史
資料図書館

30km/h
約5.8km

規制速度：
延　　長：
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夏季大会 総合 ２位
第50回中頭郡 総合体育大会

8月7日（日）バレーボール競技を 皮切りに、第50回中頭郡総合体
育大会夏季大会が中頭郡の各町 村を会場に9月13日（火）までの日
程で行われました。3年ぶりの開催 に中城村の選手が各競技におい
て活躍しました。

【お問い合わせ】中城村体育協会事務局 （中城村民体育館内）　☎098-895-3707

バスケット女子　5位バスケット男子　4位軟式野球　3位

女子バレーボール　4位サッカー　3位バドミントン女子　4位

男子バレーボール　2位

バドミントン男子　2位

ソフトボール
男子

1回戦敗退
※写真なし

ソフトテニス　3位

個人成績
準優勝　新垣　司
３位　与那嶺　貞
４位　前原　元哉
５位　新垣　光敏
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●一般男子 2位　川上 大和　●一般女子 優勝　金城 菜月
●４０代男子 優勝　比嘉 辰次　・3位　仲眞 迅
●６０代男子 3位　比嘉 寛　●５０代女子 ２位　比嘉 艶子 

卓球男子・女子　3位

女子個人形 準優勝　新垣 愛花
男子個人組手 3位　新垣 勝也

ボウリング　3位ボウリング　3位

硬式テニス　2位硬式テニス　2位

ハンドボール男子
3位
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５位　新垣　光敏

7 No.306  (2022.10.5)広報



中城村役場　住民生活課　住民年金係　☎098-895-1737（直通）問 予

総務省　沖縄行政評価事務所
☎098-866-0148

問 予

催 しお 知 ら せ 募 集

建設業退職金共済事業本部　沖縄支部
☎098- 876-5214

問

～知っていますか？建退共制度～
　建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき建
設現場労働者の福祉の増進と建設業を営む中小企
業の振興を目的として設立された退職金制度です。
　この制度は、事業主の方々が、労働者の働いた日
数に応じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼り、
その労働者が建設業界で働くことをやめたときに建
退共から退職金を支払うという、いわば業界全体で
の退職金制度です。

▶掛金　日額320円
▶加入できる事業主　建設業を営む方
▶対象となる労働者　建設業の現場で働く方
▶特長
◎国の制度なので安全、確実、申込手続きは簡単！
◎経営事項審査で加点評価の対象となります。
◎掛金の一部を国が助成します。
◎掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個
人では必要経費として扱われ、税法上全額非課税
となります。
◎掛金は、インターネットを利用した電子申請での納
付も可能です。
◎事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計
算されます。
※詳細は最寄りの建退共支部へお問い合わせください。

マイナンバーカードの休日・平日夜間交付を実施しています
日時▶休日交付　10月2日（日）、10月23日（日）　9時～12時　※要予約
　　　夜間交付　10月13日（木）　17時45分～19時45分　※要予約
場所▶中城村役場　住民生活課（1階1番窓口）

令和4年度行政相談週間
～一日合同行政相談所を開設します～

　新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点か
ら、参加予定機関のうち、弁護士、税理士及び司法
書士の相談受付は事前予約制です。

〇開設日・開設場所
10月14日（金）・サンエー経塚シティ
（1階中央コート）
10月21日（金）・サンエー那覇メインプレイス
（3・4階中央エントランス）
10月28日（金）・糸満市役所（3階会議室）
11月10日（木）・沖縄市福祉文化プラザ
（交流ホール）
〇開設時間　10：00～16：00
　　　　　　（受付時間　9：40～15：40）
〇主な参加予定機関
沖縄国税事務所、開設市社会福祉協議会、沖縄弁
護士会、沖縄税理士会、開設市、沖縄県司法書士
会、沖縄行政評価事務所

※開設日時及び開設場所については、変更する場合
があります。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況によって
は、中止となる場合があります。

自転車の盗難被害が増加しています必ず鍵を掛けましょう！

　自転車の盗難被害の多くが、鍵を掛けていなかったこと
が原因であることから、ワイヤーロックを活用した二重の鍵
掛け「ツーロック」で、自転車盗難の防犯対策をしましょう。
　自転車のワイヤーロックは、支柱などへ連結することで
防犯効果が上がります。
　また、駐輪場に防犯カメラを設置することで、盗難防止だ
けでなく自転車へのイタズラ防止にも役立ちます。
　みんなで声を掛け合い、自転車の盗難被害にあわないよ
うにしましょう。

鍵なし
11件

16件
鍵なし
14件

鍵あり
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26件
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▶日時　10月9日・23日（日）8：30～11：00
※天候等により中止となった場合、防災無線にて周
知いたします。
▶場所　中城村役場庁舎　駐車場内
　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。
　出店者も随時募集しておりますのでお気軽にお問
い合わせください。

あたいぐゎ～朝市開催

朝市実行委員会問
会　長　伊佐盛好　☎090-4352-8423
事務局　金城　章　☎090-3794-4133

沖縄公証人役場　☎098-938-9380問 予

第2回 中城村青年連合会
釣りダービー大会 開催

▶主催 中城村青年連合会
▶大会期間および申込期間
 令和4年10月1日（土）～
 令和4年11月10日（木）
▶申込先 中城村青年連合会 公式LINE
 または公式インスタグラム（DM）
▶対象 中城村在住　※年齢制限なし
▶参加料 無料 
▶対象魚種 タマン・マクブ
▶釣りかた 海岸（砂浜、防波堤など）
※船釣り、ボート釣りは不可
※大会参加者は、11月13日（日）の吉の浦海岸清掃
に参加をお願いします。
　（入賞者は吉の浦海岸清掃日に発表します）

※大会内容の詳細は、村ホームページをご覧くだ
さい。
中城村教育委員会　生涯学習課　☎098-895-2158問

催 しお 知 ら せ 募 集

中城村役場　産業振興課　農政係
☎098-895-2163

問

営農継続支援事業の申請について
　コロナ禍における原油価格や物価高騰により、農
業資材及び電気料金の値上による経営への影響を
受けている生産農家を支援するため、ビニールハウス
資材の購入及び省エネ機器（LED電球）の導入に対す
る経費の一部を補助する補助制度「営農継続支援事
業」を設けましたので申請者を募集しております。　
▶申込期間　10月3日～令和5年1月31日
▶対象者
・村内に住所を有する農業者又は法人
・村内に住所を有する農業者のみで構成された生産
組合
▶対象資材及び補助率
・ハウスのビニール資材：1/3以内
・花卉栽培における省エネ機器（LED電球）：1/2以内
▶事業対象期間
令和4年4月1日～令和5年1月31日までに購入した資材
※その他、事業要件等がありますので詳しくは産業
振興課へお問い合わせください。

中城村役場　産業振興課　農政係
☎098-895-2163

問

農業振興地域整備計画一部変更
申請受付停止について

　農業振興地域整備計画の全体見直し作業に伴い、
下記のとおり一部変更申請（一部農振除外及び軽微
変更）の受付を停止いたします。
【一部変更申請の受付停止期間】
令和4年10月1日～全体見直し作業終了日（令和6
年3月31日予定）まで

① 遺言・遺産相続・贈与・信託
② 金銭貸借
③ 土地、建物の売買・賃貸借
④ 離婚・財産分与・慰謝料・養育費
⑤ 債権譲渡・リース・売掛金・賃料不払等
⑥ 任意後見契約・委任契約
⑦ その他

相談事項

公証事務に関連した「無料法律相談」
　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相談を
行っています。

▶場所　沖縄公証人役場
　　　　（沖縄市美里一丁目2番3号 コザ十字路角）
▶日時　月曜日～金曜日（平日のみ）
　　　　※年末年始等の休日を除く
　　　　9：00～16：30

※公証人が出張で不在の場合がありますので、あら
かじめ電話でご予約ください。

中城村青年連合会
公式インスタグラム
QRコード

中城村青年連合会
公式LINE
QRコード
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中城村役場　住民生活課　住民年金係　☎098-895-1737（直通）問 予
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退共から退職金を支払うという、いわば業界全体で
の退職金制度です。

▶掛金　日額320円
▶加入できる事業主　建設業を営む方
▶対象となる労働者　建設業の現場で働く方
▶特長
◎国の制度なので安全、確実、申込手続きは簡単！
◎経営事項審査で加点評価の対象となります。
◎掛金の一部を国が助成します。
◎掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個
人では必要経費として扱われ、税法上全額非課税
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付も可能です。
◎事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計
算されます。
※詳細は最寄りの建退共支部へお問い合わせください。

マイナンバーカードの休日・平日夜間交付を実施しています
日時▶休日交付　10月2日（日）、10月23日（日）　9時～12時　※要予約
　　　夜間交付　10月13日（木）　17時45分～19時45分　※要予約
場所▶中城村役場　住民生活課（1階1番窓口）

令和4年度行政相談週間
～一日合同行政相談所を開設します～

　新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点か
ら、参加予定機関のうち、弁護士、税理士及び司法
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（交流ホール）
〇開設時間　10：00～16：00
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〇主な参加予定機関
沖縄国税事務所、開設市社会福祉協議会、沖縄弁
護士会、沖縄税理士会、開設市、沖縄県司法書士
会、沖縄行政評価事務所

※開設日時及び開設場所については、変更する場合
があります。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況によって
は、中止となる場合があります。

自転車の盗難被害が増加しています必ず鍵を掛けましょう！

　自転車の盗難被害の多くが、鍵を掛けていなかったこと
が原因であることから、ワイヤーロックを活用した二重の鍵
掛け「ツーロック」で、自転車盗難の防犯対策をしましょう。
　自転車のワイヤーロックは、支柱などへ連結することで
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中城農業振興地域整備計画全体見直しに伴う関係地権者・農家説明会の開催について

　農業振興地域は一般的に、農業の健全な発展と国土資源の合理的利用の観点から総合的に農業振興を図る
べき地域となっています。その中で、農地や農業用施設用地などの農業経営に使うべき土地として「農用地区
域」が設定されています。
　この農用地区域の土地は、ほ場整備やビニールハウス等の補助事業の対象になる反面、住宅や店舗等が建
設できないなど土地利用に制限がかかります。そのため、概ね5年ごとに基礎調査を行い、必要に応じて、土地
利用などの見直しを行うこととなっています。今回、計画の見直しにむけて、下記のとおり地域別に関係地権者
や農家を対象に地域説明会を開催します。

中城村役場　産業振興課　☎098-895-2163問

アレンジでコーンやチーズを加えても美味しいです。お好みでケチャップ、マヨネーズ、スイートチリ
ソースでディップしても◎POINT!

（1人分）エネルギー206kcal ／ たんぱく質9.0ｇ ／ 脂質13.0ｇ ／ 炭水化物11.0ｇ ／ 食塩相当量0.5ｇ

栄養士だより
　10月になり暑さも落ち着いてきて、行楽日和が続きそうですね。今回は、
ピクニックやお弁当の一品になる「揚げない春巻き」を紹介します。揚げ物よ
りも油が少ないので、カロリーカットできます。
　さらに鶏ひき肉、枝豆、カニカマを使っているのでたんぱく質も豊富です。
おつまみにもどうぞ♪

作り方作り方

33

22
11 ボウルに鶏ひき肉、枝豆、塩・こしょうを混
ぜ合わせる。

春巻きの皮は半分に切る。長辺を手前にし
細長く1のタネをのせる（※両端2㎝ほど空
ける）。カニカマをのせて手前からくるくる
と巻き、巻き終わりと両端を水溶き片栗粉
で塗りとめる。両端は指でぐっと押さえる。

フライパンに油を熱し、弱火～中火で焦げ
ないように焼く。

（材料4人分）
枝豆 ･･･････････････  60g
カニカマ ････････････  40g
鶏ひき肉 ･･････････ 200g
塩・こしょう ･････････  少々
春巻きの皮 ･･････････ 4枚
水溶き片栗粉 ･･･････ 適量
油 ･･････････････  大さじ2

枝豆春巻き今月のいっぺーまーさい品 揚げない！

月日 時間 場所 対象農地 月日 時間 場所 対象農地

伊集地区

和宇慶・南浜地区

北浜地区

奥間地区

安里・当間地区

和宇慶公民館

北浜公民館

奥間公民館

伊集公民館

吉の浦会館
(中会議室)

北上原・南上原地区

屋宜・添石地区

久場地区

登又地区

新垣地区

吉の浦会館
(中会議室)

久場公民館

登又公民館

北上原公民館

新垣公民館

19時～

19時～

19時～

19時～

19時～

19時～

19時～

19時～

19時～

19時～

津覇地区津覇公民館 伊舎堂・泊地区泊公民館19時～ 19時～

11月2日(水）

11月7日(月）

11月8日(火）

11月9日(水）

11月10日(木）

11月14日(月)

10月24日(月）

10月25日(火）

10月26日(水）

10月27日(木）

10月31日(月）

11月1日(火)

催 しお 知 ら せ 募 集
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この機会にぜひ
ご相談ください。

中城村学童保育連絡協議会　事務局　☎090-4988-6070（与那城）問

令和５年度　放課後児童クラブ入所申込みのご案内

中城村役場　住民生活課　☎098-895-1737問 予

日本年金機構コザ年金事務所主催　年金相談会開催のお知らせ

▶日時
▶場所
▶開催内容

コザ年金事務所による年金出張相談会を開催いたします。
相談会は、プライバシーの保護・きめ細やかな相談をするため、電話による予約制となります。相談希望の方

は、11月11日（金）までに予約受付を行なってください。
なお、相談の際には、身分証明書（免許証、マイナンバーカード等）と基礎年金番号（年金手帳・年金証書・年
金定期便等）のわかるものをご持参ください。
また、代理で相談される場合は、委任状が必要となりますのでご注意ください。

令和5年度放課後児童クラブ(学童クラブ)の入所申込みが始まります。
新規で入所を希望する方や、 継続で入所を希望する方は、申込みが必要となります。
下記の受付期間内に利用を希望する放課後児童クラブへ入所申込書、 その他必要書類を揃えて提出してく

ださい。

人材育成基金へ寄付がありました

小浜　靖秀　様より
 100,000円

令和 ４ 年 8 月 9 日

※中城村の子育て支援に関するポータルサイト『すくすく！なかぐすく』でも各クラブの情報が確認できます。

保護者が就労等により昼間家庭での養育ができない小学生対象児童
受付期間

注意事項

申込場所及び
書類配布

対象の放課後
児童クラブ

令和4年11月1日（火）～令和4年11月25日（金）

各放課後児童クラブにて申込受付及び書類配布を行います。
※1カ所のみの申込とさせていただきます。※複数申込不可

・つはっこ学童クラブ・ひだまり学童ＣＬＵＢ・ごさまる学童クラブ
・ラポール学童クラブ・中城みなみ学童クラブ・第２中城みなみ学童クラブ
・ひまわり学童クラブ・ＣＥＣ学童クラブ（認可外）・大育児童クラブ
・にこにこ中小学童クラブ（認可外）

①第1希望の学童へのみ書類を提出してください。
②各放課後児童クラブにて審査を行い決定します。(申込順ではありません)
③入所決定後の辞退については各自で必ず行ってください。

令和４年11月１7日（木）　10時～16時30分
中城村役場　１F　相談コーナー１・２
・年金加入記録確認
・老齢基礎年金の見込額（５０歳以上）
・老齢基礎年金
・未支給請求書の受付（死亡診断書のコピーもご持参ください）

催 しお 知 ら せ 募 集
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中城農業振興地域整備計画全体見直しに伴う関係地権者・農家説明会の開催について

　農業振興地域は一般的に、農業の健全な発展と国土資源の合理的利用の観点から総合的に農業振興を図る
べき地域となっています。その中で、農地や農業用施設用地などの農業経営に使うべき土地として「農用地区
域」が設定されています。
　この農用地区域の土地は、ほ場整備やビニールハウス等の補助事業の対象になる反面、住宅や店舗等が建
設できないなど土地利用に制限がかかります。そのため、概ね5年ごとに基礎調査を行い、必要に応じて、土地
利用などの見直しを行うこととなっています。今回、計画の見直しにむけて、下記のとおり地域別に関係地権者
や農家を対象に地域説明会を開催します。

中城村役場　産業振興課　☎098-895-2163問

アレンジでコーンやチーズを加えても美味しいです。お好みでケチャップ、マヨネーズ、スイートチリ
ソースでディップしても◎POINT!

（1人分）エネルギー206kcal ／ たんぱく質9.0ｇ ／ 脂質13.0ｇ ／ 炭水化物11.0ｇ ／ 食塩相当量0.5ｇ

栄養士だより
　10月になり暑さも落ち着いてきて、行楽日和が続きそうですね。今回は、
ピクニックやお弁当の一品になる「揚げない春巻き」を紹介します。揚げ物よ
りも油が少ないので、カロリーカットできます。
　さらに鶏ひき肉、枝豆、カニカマを使っているのでたんぱく質も豊富です。
おつまみにもどうぞ♪

作り方作り方

33

22
11 ボウルに鶏ひき肉、枝豆、塩・こしょうを混
ぜ合わせる。

春巻きの皮は半分に切る。長辺を手前にし
細長く1のタネをのせる（※両端2㎝ほど空
ける）。カニカマをのせて手前からくるくる
と巻き、巻き終わりと両端を水溶き片栗粉
で塗りとめる。両端は指でぐっと押さえる。

フライパンに油を熱し、弱火～中火で焦げ
ないように焼く。

（材料4人分）
枝豆 ･･･････････････  60g
カニカマ ････････････  40g
鶏ひき肉 ･･････････ 200g
塩・こしょう ･････････  少々
春巻きの皮 ･･････････ 4枚
水溶き片栗粉 ･･･････ 適量
油 ･･････････････  大さじ2

枝豆春巻き今月のいっぺーまーさい品 揚げない！

月日 時間 場所 対象農地 月日 時間 場所 対象農地

伊集地区

和宇慶・南浜地区

北浜地区

奥間地区

安里・当間地区

和宇慶公民館

北浜公民館

奥間公民館

伊集公民館

吉の浦会館
(中会議室)

北上原・南上原地区

屋宜・添石地区

久場地区

登又地区

新垣地区

吉の浦会館
(中会議室)

久場公民館

登又公民館

北上原公民館

新垣公民館

19時～

19時～

19時～

19時～

19時～

19時～

19時～

19時～

19時～

19時～

津覇地区津覇公民館 伊舎堂・泊地区泊公民館19時～ 19時～

11月2日(水）

11月7日(月）

11月8日(火）

11月9日(水）

11月10日(木）

11月14日(月)

10月24日(月）

10月25日(火）

10月26日(水）

10月27日(木）

10月31日(月）

11月1日(火)

催 しお 知 ら せ 募 集
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ヘルプロ通信ヘルプロ通信 ヘルスプロモーション（健康増進）
の略です。このヘルプロ通信を通し
て、住民みなさんの健康づくりに関
する情報を掲載していきます。

ヘルプロとは…

【ご質問・お問い合わせ】中城村役場　健康保険課　健康増進係　☎098-895-2172

中城村 歯周疾患検診について （対象者：年度年齢40歳・50歳・60歳・70歳）

10月は「がん検診受診率50％に向けた強化月間」です

がん検診を 無料 で受けられるチャンス! !無料 

41歳 （S56.4.1～S57.3.31生）
46歳 （S51.4.1～S52.3.31生）
51歳 （S46.4.1～S47.3.31生）
56歳 （S41.4.1～S42.3.31生）
61歳 （S36.4.1～S37.3.31生）

大腸がん検診

子宮頸がん検診
21歳 （H13.4.1～H14.3.31生）
乳がん検診
41歳（S56.4.1～S57.3.31生）

婦人がん検診
特定健診と一緒に
がん検診も受けましょう！
40歳 （S57.4.1～S58.3.31生）
内容：胃・肺・大腸がん検診
　　  ＋婦人がん検診

40歳記念総合がん検診

●中城村では、令和元年度より「歯周疾患検診」をスタートしています！

令和5年3月31日まで検診期間

※受診する際は必ず指定歯科医院へ予約しましょう。
※保険証・中城村歯周疾患検診受診票を医療機関へご持参ください。
※中城村歯周疾患検診受診票を紛失された方は、村ホームページから
印刷するか健康保険課（895-2172）までご連絡ください。

①中城村の住民であること（歯周疾患検診受診日に中城村に住所がある方）
②令和4年度内に40歳、50歳、60歳、70歳に達する者

対象者

※がん検診対象者には、令和4年4月に「健康診査・がん検診等受診券」をお送りしています。

　お近くの歯科医院（指定されている歯科医院）で歯周疾患検診が無料でうけられます
※歯周疾患検診（歯周ポケットや汚れ、口腔内の状態の診察）通常、5,500円程度の検査です。

※歯の「お掃除」
（歯石や汚れの除去等）は
検診に含まれていません。

　歯周疾患（歯周病）は、歯と歯ぐきの間に繁殖する細菌に感染し、歯の周りに炎症が起こる病気です。
　また、歯周病が全身の様々な病気（心臓疾患や認知症、肺炎、糖尿病など）にかかわることが最近の研究で分かってき
ています。生涯にわたって歯・口腔の健康を保つために、歯周組織の健康状態を検査して、必要な指導や治療を受け、日
ごろから予防に努めるようにしましょう。

※対象者には4月にがん受診券と
　同封してお送りしています。

歯周疾患検診
受診票

　がんは中城村の死亡原因の第1位です。しかし、中城村のがん検診受診率は各が
ん検診ともに（胃・肺・大腸・子宮・乳）10～20％程度です。コロナ禍による検診控えもあり、
受診率は下がっています。
　多くのがんは初期には自覚症状がほとんどありません。定期的にがん検診を受けること
で、早期発見・早期治療が可能になります。健診（検診）は、不要不急の外出にあたりません。
感染対策を行い、健診（検診）は毎年受けるようにしましょう（子宮頸がん検診・乳がん検診
は2年に1回）。
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【お問い合わせ】中城村役場　企画課　企画調整係（比嘉）　
☎098-895-2138　FAX：098-895-3048　mail：goiken@vill.nakagusuku.lg.jp

『中城村第五次総合計画』の策定を進めています。
11年後のより住みよい中城を目指して

□総合計画とは
これからの中城をどのようなまちにしてい

くのか、そのためにどのような事業を実施し
ていくのかをまとめた計画で、令和５年度から
令和１５年度までのまちづくりの指針となるも
のです。
総合計画は、基本構想、基本計画、実施計

画の大きく３つから構成されており、基本構想
は１１年、基本計画は前期、中期、後期の３つの
期間に分かれています。実施計画は、基本計
画で示した施策の実現に向け、より具体的に
示す事業計画であり、各事業の３年先までの
計画について毎年見直しを行います。

現在、まちづくりの指針である『中城村第五次総合計画』の策定を進めています。これまでに実施した住民アンケートや
審議会等の意見を取り入れながら総合計画（案）を作成中です。

□今後の予定
今後は、住民の皆さまから意見を募集するパブリックコメント、外部委員から構成する審議会、役場内の策定委員会を実

施し「基本計画（案）」を作成したうえで、令和４年度中に村議会の承認をいただく予定となっています。

□中城村第五次総合計画 －基本構想（案）の概要－
現時点では、「基本構想」部分となる中城の目指すべき将来像、まちづくりの基本理念、これを実現するための施策の大

綱（目指すまちの姿）までまとめています。

中城が好き　～誇りと愛着が生み出す、とよむ中城～将来像

基本構想 R5年度～R15年度（11年間）

実施計画

実施計画

前期基本計画
R5～R7年度
（3年間）

中期基本計画
R8～R11年度
（４年間）

後期基本計画
R12～R15年度
（４年間）

令和５年度
▼

令和8年度
▼

令和12年度
▼

令和15年度
▼

基本構想

基本計画

実施計画

Sustainability ～持続可能な未来を 　
支えるまちづくり～

Life　～暮らしに豊かさを与えるまちづくり～

安定したまちの基盤を作ります
目指すまちの姿4

（まちの基盤、公共交通、公共施設、住環境、景観）
目指すまちの姿5
中城の魅力を創造し発展させます

（産業、観光、特産品、交流、働き方）

Roots　～自然・歴史・文化を継承するまちづくり～

豊かな自然と歴史文化を
守り継承します

目指すまちの姿3

（環境、ごみ、歴史、伝統文化）

Persons　～住民を守り育むまちづくり～

子どもの健やかな成長を支援します
目指すまちの姿1

（妊娠出産、子育て、保育・教育）
目指すまちの姿2
誰もが笑顔で元気に生活できるまちにします
（健康づくり、福祉、生涯学習、人権、多様性、平和）

安全・安心の暮らしを創出します
目指すまちの姿6

（防災、消防、救急、交通安全、防犯）
目指すまちの姿7

連携と協働により持続的発展を目指します
（行政サービス、協働、行財政、広域行政）

基
本
理
念
1

基
本
理
念
2

基
本
理
念
3

基
本
理
念
4
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中城村 歯周疾患検診について （対象者：年度年齢40歳・50歳・60歳・70歳）

10月は「がん検診受診率50％に向けた強化月間」です
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子宮頸がん検診
21歳 （H13.4.1～H14.3.31生）
乳がん検診
41歳（S56.4.1～S57.3.31生）

婦人がん検診
特定健診と一緒に
がん検診も受けましょう！
40歳 （S57.4.1～S58.3.31生）
内容：胃・肺・大腸がん検診
　　  ＋婦人がん検診

40歳記念総合がん検診

●中城村では、令和元年度より「歯周疾患検診」をスタートしています！

令和5年3月31日まで検診期間

※受診する際は必ず指定歯科医院へ予約しましょう。
※保険証・中城村歯周疾患検診受診票を医療機関へご持参ください。
※中城村歯周疾患検診受診票を紛失された方は、村ホームページから
印刷するか健康保険課（895-2172）までご連絡ください。

①中城村の住民であること（歯周疾患検診受診日に中城村に住所がある方）
②令和4年度内に40歳、50歳、60歳、70歳に達する者

対象者

※がん検診対象者には、令和4年4月に「健康診査・がん検診等受診券」をお送りしています。

　お近くの歯科医院（指定されている歯科医院）で歯周疾患検診が無料でうけられます
※歯周疾患検診（歯周ポケットや汚れ、口腔内の状態の診察）通常、5,500円程度の検査です。

※歯の「お掃除」
（歯石や汚れの除去等）は
検診に含まれていません。

　歯周疾患（歯周病）は、歯と歯ぐきの間に繁殖する細菌に感染し、歯の周りに炎症が起こる病気です。
　また、歯周病が全身の様々な病気（心臓疾患や認知症、肺炎、糖尿病など）にかかわることが最近の研究で分かってき
ています。生涯にわたって歯・口腔の健康を保つために、歯周組織の健康状態を検査して、必要な指導や治療を受け、日
ごろから予防に努めるようにしましょう。

※対象者には4月にがん受診券と
　同封してお送りしています。

歯周疾患検診
受診票

　がんは中城村の死亡原因の第1位です。しかし、中城村のがん検診受診率は各が
ん検診ともに（胃・肺・大腸・子宮・乳）10～20％程度です。コロナ禍による検診控えもあり、
受診率は下がっています。
　多くのがんは初期には自覚症状がほとんどありません。定期的にがん検診を受けること
で、早期発見・早期治療が可能になります。健診（検診）は、不要不急の外出にあたりません。
感染対策を行い、健診（検診）は毎年受けるようにしましょう（子宮頸がん検診・乳がん検診
は2年に1回）。
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☎ 098-895-5302

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）

開館時間

休館日

護佐丸歴史資料
図書館

中城村

月・水～金
土・日

10:00～19:00
10:00～17:00

【資料図書室】

月・水～日 10:00～17:00
【中城歴史展示室】

中城村の人口　令和4年8月末現在

※（　）内は前月との比較

人　口
男
女
世帯数

22,329人
11,180人
11,149人
9,486世帯

（+30）
（+22）
（+8）
（+20）

月11 護佐丸歴史資料図書館
資料図書室カレンダー

新着本続々入荷中♪
　9月14日から約2週間かけて蔵書点検を行
い、図書館の全ての本の確認作業及び本棚の
整理をしました。新着本も多数入荷してい
ます。ぜひ図書館へ足をお運びください。

図書館からのお知らせやイベント情報は、図書館のブログ
やごさまる通信（図書館通信）などにも掲載しています。
是非ご覧ください。

http://loh530.ti-da.net/
右側のＱＲコードからも見られます

図書館の
ブログ

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土

● 休館日です。　■ 午後5時閉館です。

④
保育

　（公社）沖縄県シルバー人材センター連合

            TEL（０９８）８７１-０３３０

　　　保育補助スタッフ講習
　　　　　　　期間:7月26日（火）～7月29日（金）

　　　　　開催地: 沖縄市 /受講料:無料

       　  中城村内にお住いでシルバーセンターに会員

　登録を希望する60歳以上の方　お問合せ下さい！
　　　　　　　　        高齢者活躍人材確保育成事業

TEL（098）871-0330
（公社）沖縄県シルバー人材センター連合

高齢者活躍人材確保育成事業

中城村内にお住いでシルバーセンターに
入会を希望する60歳以上の方お問合せ下さい！

学童補助スタッフ講習
開催日:11月15日（火）

開催地：沖縄市内 ／ 受講料：無料

～この一冊に、ありがとう～
読書週間

　10月27日は『文字・活字文化の日』です。そし
てその10月27日から11月9日までは『読書週
間』となっています。
　図書館では様々なテーマ
で企画展示をしています。
芸術の秋、スポーツの秋、食
欲の秋...たくさんの秋があり
ますが、今年は読書の秋を満
喫してみませんか？
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11月カレンダー11月健康カレンダー

ふれあい事業 実施場所：各公民館

※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。

※新型コロナの感染状況によっては、活動を中止とする場合もあります。
【お問い合わせ】中城村社会福祉協議会　☎098-895-4081

11月2日（水）
11月6日（日）
11月8日（火）
11月9日（水）
11月9日（水）

安里
北上原
浜
南浜
北浜

11月10日（木）
11月11日（金）
11月14日（月）
11月15日（火）
11月16日（水）

新垣
登又
和宇慶
泊
久場

11月17日（木）
11月17日（木）
11月21日（月）
11月24日（木）
11月25日（金）
11月30日（水）

奥間
伊集
津覇
伊舎堂
当間
南上原

●場　　所：

●開所時間：

中城村字登又344番地1
（はるゆめこども園内）
9：30～16：00（月～金）

毎月、英語、ヨガ、ベビーマッサージ等の講座を開催しています。
電話での予約も受付けています。詳しくは、QRコードを
ご覧ください。親子で、お気軽に遊びに来てください。
お待ちしています。

地域子育て支援センター（はるむの家）
☎098-895-3344

※なかよし児童館及び子育て支援センターで予定されている行事等は新型
コロナウイルス感染拡大の動向により延期、または中止になることがあり
ます。ご了承ください。詳しくはお電話にてお問い合わせください。

地域子育て支援センター（ちゅらてぃーだ）
☎098-870-3731

※対象地区以外の方も受診可能です。定員に達し次第、予約を終了します。
※コロナ禍においても、感染対策を行い、健診を受けて早期発見、早期予防する
ことが大切です。

【お問い合わせ】中城村役場　健康保険課　☎098-895-2172

おとなの健診
集団健診 実施場所：吉の浦会館予約制

10月31日（月）～ 定員に達し次第終了：予約期間
8：30～11：00（時間を分けます）：健診時間

全地区：対象地区

※内容：血液検査などの健康診査、胃がん・肺がん・大腸がん検診等

●日時：11月7日（月）~開始するよ!
11月の遊び「ぴかぴか泥団子をつくろう!」

なかよし児童館 ☎098-988-0156こどもの健診

（注） 呼び出し人数によって、受付時間が変動する可能性があります。
※新型コロナウイルスの影響により、健診や教室を延期または中止とする場合がご
ざいます。あらかじめご了承ください。

【お問い合わせ】中城村役場　こども課　☎098-895-2271

1歳6ヶ月児健診

12：50～：受付時間
健診2～3週間前を目安に個別通知します。：対 象

金1111

日2011

婦人がん検診 実施場所：中城村役場多目的ホール予約制

10月27日（木）～ 定員に達し次第終了：予約期間
13:30～14:30（時間を分けます）：検診時間

北上原・新垣・サンヒルズ・登又：対象地区

※内容：子宮頸がん検診、乳がん検診、骨粗鬆症検診

木1711

実施場所：吉の浦会館

乳児一般健診

8：50～／12：50～：受付時間
健診2～3週間前を目安に個別通知します。：対 象

実施場所：吉の浦会館

どちらも10:00開催です（6組限定：要予約）
参加お待ちしております。

11月17日（木）　津嘉山 朝則氏
「食育の知恵」～塩分、脂質の過剰摂取について～

食育講座

11月22日（火）　新屋 裕美氏
体を動かしてリフレッシュしませんか？

ヨガ教室 ～第2弾～

土1211
●日時：11月21日（月） 14:00~15:00
※詳細は11月のたよりに掲載予定です。

つくってみよう会「お仕事ありがとう製作｣

●場　　所：

●開所時間：

中城村字登又344番地1
（はるゆめこども園内）
9：30～16：00（月～金）

地域子育て支援センターごさまる
☎098-988-0134

ピクニック
●日　時：
●持ち物：

11月11日（金） 10:30~12:00
水筒、帽子、着替え、お弁当（軽食）、
おやつ、敷物
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☎ 098-895-5302

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）

開館時間

休館日

護佐丸歴史資料
図書館

中城村

月・水～金
土・日

10:00～19:00
10:00～17:00

【資料図書室】

月・水～日 10:00～17:00
【中城歴史展示室】

中城村の人口　令和4年8月末現在

※（　）内は前月との比較

人　口
男
女
世帯数

22,329人
11,180人
11,149人
9,486世帯

（+30）
（+22）
（+8）
（+20）

月11 護佐丸歴史資料図書館
資料図書室カレンダー

新着本続々入荷中♪
　9月14日から約2週間かけて蔵書点検を行
い、図書館の全ての本の確認作業及び本棚の
整理をしました。新着本も多数入荷してい
ます。ぜひ図書館へ足をお運びください。

図書館からのお知らせやイベント情報は、図書館のブログ
やごさまる通信（図書館通信）などにも掲載しています。
是非ご覧ください。

http://loh530.ti-da.net/
右側のＱＲコードからも見られます

図書館の
ブログ

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土

● 休館日です。　■ 午後5時閉館です。

④
保育

　（公社）沖縄県シルバー人材センター連合

            TEL（０９８）８７１-０３３０

　　　保育補助スタッフ講習
　　　　　　　期間:7月26日（火）～7月29日（金）

　　　　　開催地: 沖縄市 /受講料:無料

       　  中城村内にお住いでシルバーセンターに会員

　登録を希望する60歳以上の方　お問合せ下さい！
　　　　　　　　        高齢者活躍人材確保育成事業

TEL（098）871-0330
（公社）沖縄県シルバー人材センター連合

高齢者活躍人材確保育成事業

中城村内にお住いでシルバーセンターに
入会を希望する60歳以上の方お問合せ下さい！

学童補助スタッフ講習
開催日:11月15日（火）

開催地：沖縄市内 ／ 受講料：無料

～この一冊に、ありがとう～
読書週間

　10月27日は『文字・活字文化の日』です。そし
てその10月27日から11月9日までは『読書週
間』となっています。
　図書館では様々なテーマ
で企画展示をしています。
芸術の秋、スポーツの秋、食
欲の秋...たくさんの秋があり
ますが、今年は読書の秋を満
喫してみませんか？
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No.306

開催期間　令和４年 11月2日（水）～12月4日（日）まで

護佐丸歴史資料図書館 企画写真展のおしらせ 

無料
入場

【お問い合わせ】護佐丸歴史資料図書館　☎098-895-5302

主 催
時 間

中城村教育委員会 協 力 琉米歴史研究会

場 所 護佐丸歴史資料図書館 3階企画展示室
10時～17時 火曜日、11月4日・17日・24日休館日

椅子やテーブルの持ち込みはできません、レジャーシートをご持参ください。

【お問い合わせ】一般社団法人中城村観光協会　☎098-975-5309

３年ぶりに開催決定！


