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「家の周りをよくお散歩するし、食事はなんで
も食べます！かわいいひ孫たちとお喋りするこ
とが楽しく、長生きできて幸せです。」

新100歳　比嘉　春子　様

「趣味で俳句作りやデッサンに取り組むほど元
気です！週に1回のちゃーがんじゅう教室も楽
しみのひとつです。」

カジマヤー　増田　幸子　様

【お問い合わせ】中城村商工会　☎098-895-2136（比嘉、宇良）

場 所 吉の浦会館（大ホール）
チケット料金 1,000円（税込み）　※販売窓口：中城村商工会

※今後、新型コロナウイルス感染症の拡大傾向によっては中止する場合もございます。

　当会女性部では、社会一般の福祉の増進や、豊かなまちづくりに寄与すること、また収益の一部を村内団体
へ寄附することを目的に、今年度初めての試みとなるチャリティーダンスパーティーを、下記日程のとおり開催
する運びとなりました。ぜひ、沢山の方のご来場をお待ちしております。

日 時 令和4年11月26日（土）
午後5時30分開場 午後6時30分～午後9時　※予定開演

令和4年度チャリティーイベント

Let’sダンスパーティー主催主催

商工会
女性部
商工会
女性部

中城村中城村

中城村では今年度、4名の方が新100歳、13名の方がカジマヤー、91名の方がトーカチ（米寿）を迎え
られました。
9月19日敬老の日に今年新100歳を迎えられた比嘉春子様、10月1日にはカジマヤーを迎えられ

た増田幸子様のお宅を村長が訪問し、記念品と祝い金の贈呈を行いました。
トーカチ（9月3日）については台風の接近により、残念ながら慶祝訪問はできませんでした。

新100歳・カジマヤー・トーカチを迎えられた皆様へ
心よりお祝い申し上げます。
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　令和4年9月11日に中城村議会議員選挙の投票が行われ、即日開票の結果、現職14名、新人2名が当選し
ました。結果及び当選者は次のとおりです。（50音順、敬称略）

全体投票率 ･････････ 63.2%

投票数（期日前含む）
　総投票数 ･･･････10,751票
　有効投票数 ･････10,218票
　無効投票数 ････････533票

当日有権者数
　総有権者数 ･････17,010人

中城村議会議員選挙の投票結果

中城村議会議員選挙の当選者

新垣　博正新垣　貞則新垣　修安里　清市

大城　常良石原　昌雄伊佐　則勝新垣　善功

桃原　清玉那覇　登小橋川　恵美金城　章

屋良　照枝比嘉　護比嘉　麻乃仲松　正敏
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2022福岡ソフトバンクホークスジュニアチーム合格を報告
8月6日から福岡県のタマホームスタジアム筑後で行われた、福

岡ソフトバンクホークスジュニアチームの選考会の結果につい
て、琉大附属ヤンキース所属の石原　琉偉さんが村長に報告を
行いました。応募総数580名の選考会は3次にわたって行われ、石
原さんは狭き門を通り、合格者16名の中の一人に選ばれました。
「大会ではスタメンで出て、チームの優勝に貢献できるように頑
張りたい。」と12月27日～29日に明治神宮球場と横浜スタジア
ムで行われる『NPB12球団ジュニアトーナメント』出場への意気
込みを語りました。

ママさんバレーボールクラブ『吉の浦クラブ』が優勝報告
7月9日・10日に開催された第48回九州ママさんバレーボール
優勝大会沖縄県予選会、9月23日に開催された第34回全国ママ
さんバレーボールいそじ大会沖縄県予選会において、優勝した吉
の浦クラブのメンバーが有限会社　新垣塗装　新垣　實氏より
寄贈された、お揃いのチームTシャツを着て、村長に大会の結果に
ついて報告を行いました。
吉の浦クラブは村内のママさんで結成されており、今年で35年

となります。結成当初からのメンバーも数名いる元気なクラブで、
会員の募集もしているとの事です。

MC護佐丸といーちふぁ君による教科書にはない授業
9月28日と10月5日に、中城南小学校にてPTA文化部の事業

として「芸人さんによる親しみやすいお話で子供たちに笑いを届
けるとともに、中城村の歴史や魅力を通じて郷土愛を育む」をテー
マに、MC護佐丸といーちふぁ君による中城村の魅力に触れる授
業が行われました。当日、児童は各教室でMC護佐丸さんらの歌
をオンライン中継で視聴し、各教室に一緒に訪問してきたマス
コットの護佐丸くんと歴史クイズなどを楽しみました。

むらの話題!Topics

▲写真右から3番目　
　琉大附属ヤンキース 石原　琉偉さん

高校生フラダンサー　全国大会準優勝を報告
兵庫県の神戸文化ホールで8月24日に開かれた高校生フラダ

ンサー全国大会「第2回ハイスクールフラコンペティション2022」
の団体部門で準優勝に輝いた、沖縄の合同チーム“Alohaisai 
Okinawa/アロハイサイ　オキナワ”のメンバーで伊舎堂出身の
石川　架恋さん、石川　星さんらが村長を表敬訪問しました。
「この経験を通して、フラに対する思いがより一層強まった。今
後も楽しく更に高みを目指しながらフラを続けていきたい。」と、
サポートしてくれた方々への感謝の気持ちと抱負を語りました。

かれん きらり

▲写真左から Kaikua Hula Studio代表 仲本
大樹さん、浜田村長、石川架恋さん、石川星
さん、チームリーダーの伊佐玲花さん

いしはら る い
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沖縄県スポーツ推進員功労者ご参加ありがとうございました
ニュースポーツ体験会・体力測定
　10月9日中城村民体育館でニュースポーツの体
験会と、体力測定を実施しました。
　日頃より村のスポーツ推進に尽力している推進委
員が主体となり、来場者の体力測定と、ボッチャとモ
ルックの推進をしました。子供から大人までたくさん
の年代の方がニュースポーツを楽しみました。

おめでとうございます！

新
垣
勇
樹
さ
ん

伊
集
信
也
さ
ん

10月6日、沖縄県消防学校にて3年ぶりとなる、
消防団操法大会が消防団技術の向上と士気の高
揚を図り消防団活動の進歩充実に寄与することを
目的に実施されました。
この日は、中城北中城消防団をはじめとする全6
つの消防団が集まり、日々の訓練の成果を競い合
いました。

中部地区支会 消防団操法大会
第48回 沖縄県消防協会

　去る、8月26日・27日に石垣市民体育館で第60
回スポーツ推進員研究大会が開催されました。中城
村のスポーツ推進員の2名が参加し、長年スポーツ
振興に尽力した、推進委員功労者として表彰されま
した。
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新型コロナウイルス感染症・相談窓口（県コールセンター）

コールセンター 098-866-2129
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‥

出典：沖縄県HPより

【お問い合わせ】中城村役場　こども課　☎098-895-2271

高齢者インフルエンザ予防接種
期 間 10月1日～令和5年2月28日

※生活保護受給者は被保護証明書を提示で無料
　（被保護証明書は中部福祉事務所にて発行します　☎098-938-9709）

料 金 1,000円（1回目のみ　※2回目は自費）

場 所 今井内科医院・海風クリニック・ハートライフ病院・わくさん内科・ハートライフクリニック・中部徳洲会病院
（記載以外の病院については、役場までお問い合わせください）

対 象 ①65歳以上（※65歳の誕生日を迎えた方）
②60～64歳までの、心臓・腎臓・呼吸器の機能に障がいを有する者
　及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障がいを有する者

個別通知は
行って
おりません

主治医に確認の上、可能であれば接種してください。契約外の医療機関の場合、別途申請が必
要になりますので、下記までご連絡をお願いします。

入院中の方

接種部分の発赤・腫れ・痛み等（通常は2～3日で良くなります）
※まれに重い副反応（意識消失や呼吸困難等）の報告があります。

副 反 応

予防接種を受ける
（1回目のみ）

お支払いは1,000円！医療機関に電話予約

予防接種までの流れ

新型コロナに感染した場合の備えとして、あらかじめ市販の薬や日用品・食品などを準備しましょう。

新型コロナに感染した場合の備え　～発熱等の症状の前に～

（3）自宅で検査できる医療用の抗原検査キットを準備しましょう。

※療養期間中の買い物を家族や友人に事前相談する。または、配達のネットスーパーなどを事前に登録し、試しに利用する。
※最低3日分の食料を準備しておきましょう。

（2）日用品・食料品を備蓄しましょう。

（1）各家庭で市販の解熱剤などを常備しておきましょう。

準備するもの

医療用抗原検査キット販売薬局一覧
（沖縄県薬剤師会）

医療用抗原検査キットを使用し
陽性となった方へ

1 2 3

抗原検査キット(購入案内) 抗原定性検査・陽性者登録センター

※予診票は医療機関にて用意しています。

7 No.307  (2022.11.4)広報

※公用地等でのＴＮＲ活動は管理者の承諾を得て行いましょう。
※与えたエサやフンはきちんと片付けましょう。　※動物の遺棄は犯罪です。（1年以下の懲役。500万円以下の罰金）

さくら猫を増やす活動のことをＴＮＲ活動（Trap 捕獲し Neuter 不妊手術し Return 元の場所に戻す）と
いい、猫の殺処分や野良猫に関る苦情を減らすことを目的としたものです。村でもボランティアの方や地域の
方に無料不妊手術チケットを配布し、ＴＮＲ活動の支援を行っています。地域でさくら猫を見かけた際は、やさし
く見守ってあげましょう。

さくら猫とは、捕獲されて去勢手術を受けて、耳の先端をさくらの花びらのようにＶ字型
にカットされた猫の事です。

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

右耳さくら
（オス）

左耳さくら
（メス）

さくら猫を知っていますか？

野焼きの煙によって、周辺住民の方々が迷惑しています！

※例外事項も含め、苦情の連絡があった野焼きについては、改善・指導の対象になります。周辺の生活環境には十分に配慮して
ください。

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

家庭からの燃えるごみであっても、生ごみ、紙類、プラスチック、ビニール等を焼却するこ
とはできません。
庭や畑からの草木も原則として焼却することはできません。
家庭から出るごみは、焼却（野焼き）せずに、中城村指定のごみ袋に入れ、決められた収集日に出しましょう。

野焼きは、法律で禁止されています！！

※実施日が新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間内であった場合、協議会の判断により延期・中止の場合もあります。

株式会社オキセイ産業　西原営業所
西原町字小那覇1457-1

場所
12月1日（木） 9:00～16:30

（お昼休憩12:00～13:00） ※印鑑必須※

搬入日時

農業用廃プラスチックの適正処理を実施いたします。焼却等による環境汚染や不法投棄のないクリーンな
農村を目指しましょう。
※希望する方は、事前に委任状の提出をお願いいたします。（8月にすでに委任状を提出済みの方は不要です）

使用済み廃ビニール・ネット・プラスチック鉢・肥料袋等は法律により産業廃棄物として、使用者自らの責任
で処理しなければなりません。
また、野外焼却による処理は禁止されており、不法投棄は、地域住民の生活環境を損なう恐れがあります。ご
協力のほどよろしくお願いいたします。

【お問い合わせ】中城村役場　産業振興課　☎098-895-2163

申込期間 11月25日（金）まで
申込場所 中城村役場　産業振興課　又は　JAおきなわ中城支店　集出荷場

農業用廃プラスチックの適正処理について中城村の
農家の皆様へ

©公益財団法人どうぶつ基金

6No.307  (2022.11.4)広報



新型コロナウイルス感染症・相談窓口（県コールセンター）

コールセンター 098-866-2129
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‥

出典：沖縄県HPより

【お問い合わせ】中城村役場　こども課　☎098-895-2271

高齢者インフルエンザ予防接種
期 間 10月1日～令和5年2月28日

※生活保護受給者は被保護証明書を提示で無料
　（被保護証明書は中部福祉事務所にて発行します　☎098-938-9709）

料 金 1,000円（1回目のみ　※2回目は自費）

場 所 今井内科医院・海風クリニック・ハートライフ病院・わくさん内科・ハートライフクリニック・中部徳洲会病院
（記載以外の病院については、役場までお問い合わせください）

対 象 ①65歳以上（※65歳の誕生日を迎えた方）
②60～64歳までの、心臓・腎臓・呼吸器の機能に障がいを有する者
　及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障がいを有する者

個別通知は
行って
おりません

主治医に確認の上、可能であれば接種してください。契約外の医療機関の場合、別途申請が必
要になりますので、下記までご連絡をお願いします。

入院中の方

接種部分の発赤・腫れ・痛み等（通常は2～3日で良くなります）
※まれに重い副反応（意識消失や呼吸困難等）の報告があります。

副 反 応

予防接種を受ける
（1回目のみ）

お支払いは1,000円！医療機関に電話予約

予防接種までの流れ

新型コロナに感染した場合の備えとして、あらかじめ市販の薬や日用品・食品などを準備しましょう。

新型コロナに感染した場合の備え　～発熱等の症状の前に～

（3）自宅で検査できる医療用の抗原検査キットを準備しましょう。

※療養期間中の買い物を家族や友人に事前相談する。または、配達のネットスーパーなどを事前に登録し、試しに利用する。
※最低3日分の食料を準備しておきましょう。

（2）日用品・食料品を備蓄しましょう。

（1）各家庭で市販の解熱剤などを常備しておきましょう。

準備するもの

医療用抗原検査キット販売薬局一覧
（沖縄県薬剤師会）

医療用抗原検査キットを使用し
陽性となった方へ

1 2 3

抗原検査キット(購入案内) 抗原定性検査・陽性者登録センター

※予診票は医療機関にて用意しています。
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催 しお 知 ら せ 募 集

11月は村・県民税 第3期の納期です！！

県税・市町村税の納め忘れはありませんか？ 

サービス対応
金融機関

○沖縄銀行
○ゆうちょ銀行

○海邦銀行
○沖縄県労働金庫

○琉球銀行
○コザ信用金庫

　11月は『村・県民税　第3期』の納期となっておりますので、納期内納付のご協力をお願いします。
　納付期限が過ぎますと、お手元の納付書でのお支払いができなくなり、窓口にて再発行手続きが必要となり
ますのでご注意ください。

★スマートフォン決済アプリでの納付も出来ます！詳しくは中城村役場ホームページをご確認ください。
★口座振替手続きは役場窓口にて！

税

令和4年度　各税の納期
軽自動車税固定資産税 村・県民税税　目期　別

5月31日（火）
8月1日（月）

12月26日（月）
2月28日（火）

6月30日（木）
9月30日（金）
11月30日（水）
1月31日（火）

5月31日（火）第 1期
第 2期
第 3期
第 4期

　中城村役場税務課では、お手持ちのキャッシュカードで村・県民税等の口座振替の申込みができる「ペイジー
口座振替サービス」を開始しています。
　現在、納付書でお支払いいただいている方は、ぜひ本サービスをご利用ください！

①下記金融機関のキャッシュカード
②身分証（免許証等）

▶必要書類
※通帳、届出印は必要ありません。

★金融機関での口座振替のお手続きも可能です！

※口座振替をご利用の際の口座振替日は、各納期月の20日（20日が土日祝日の場合は、翌営業日）です。
▶必要書類 ①納税通知書（口座振替依頼書）　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

【県税に関するお問い合わせ】　
コザ県税事務所　納税班　☎098-894-6503
【村税に関するお問い合わせ】　
中城村役場　税務課　☎098-895-2133（直通）

例年、沖縄県、県内市町村では、11～12月を「県税市町村税納税
推進月間」と定め、県・市町村が連携して税の公平・公正を確保する
ため、税金の滞納について全県一斉に滞納処分を強化・実施してい
ます。
本村でも納税推進月間中は未納者宛に催告状・差押執行予告書を

通知します。指定納期限までに納付が無い場合、随時、財産調査、給
与照会、等を実施して財産差押の滞納処分を実施します。
納付がまだの方は、お早めに納付をお願いします。
また、災害、事業の廃止、失業、病気等のやむを得ない事情により一
時的に納付が困難な場合は、早めに下記の機関にご相談を行うよう
お願いします。
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中城村障害者自動車運転免許取得費助成事業について中城村

中城村身体障害者用自動車改造費助成事業について中城村

助 成 額 免許取得に要した費用の3分の2を上限とする額を助成する。ただし、10万円を超える場
合は10万円を限度とする。（原則として対象者1人につき1回に限ります）

助 成 額 1件あたり10万円を限度とする。（原則として対象者1人につき1回に限ります）

申請方法 下記の書類を揃えて、自動車の改造前または改造後6か月以内に福祉課窓口で申請してください。
①障害者手帳　②運転免許証　③対象者の属する世帯全員の所得・課税証明書（全開示）
④車検証　⑤改造を行う業者の見積書または領収書（改造箇所及び経費を明らかにしたもの）
⑥振込を希望する通帳（本人名義）

対 象 者 中城村に住所を有し、次の要件の全てに該当する方
①身体障害者手帳の障害程度が、上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の方
②自動車運転免許を有する方
③就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置（ハンドルをいう。）、駆動装置
（アクセル及びブレーキをいう。）等の一部を改造する必要がある方。
※ただし、助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額が特別障害者手当の所得制限限度額を
超える場合は、対象外となります

申請方法 下記の書類を揃えて、免許取得前または取得後6か月以内に福祉課窓口で申請してください。
①障害者手帳　②運転免許証（免許取得後の場合）
③領収書（免許取得後の場合）　④振込を希望する通帳（本人名義）

対 象 者 中城村に住所を有する方で、運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等社会活動へ
の参加のため免許を取得しようとする方で、次の要件のいずれかに該当する方
①身体障害者手帳の交付を受けた方（障害程度が1級～4級の方）
②療育手帳の交付を受けた方
③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方

【お問い合わせ】中城村役場　福祉課　☎098-895-1738

☎0120-205-553（無料）　受付時間9：00～17：00（土日祝日除く）
インボイス制度に関するご質問やご相談は、軽減・インボイスコールセンターへ!!

「インボイス制度」 ～申請受付始まっています～
税務署から事業者の皆様へのお知らせ

令和5年10月1日から適格請求書等保存方式（イ
ンボイス制度）が開始されます。消費税の仕入税額
控除を受けるためには、適格請求書（インボイス）の
保存が必要です。「適格請求書発行事業者」になる
ためには、登録申請書を税務署に提出し税務署長
の登録を受ける必要があります。

イ
ン
ボ
イ
ス

特
設
サ
イ
ト

インボイス制度とは？
インボイス制度の
基本を分かりやすく解
説した動画です。
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催 しお 知 ら せ 募 集

11月は村・県民税 第3期の納期です！！

県税・市町村税の納め忘れはありませんか？ 

サービス対応
金融機関

○沖縄銀行
○ゆうちょ銀行

○海邦銀行
○沖縄県労働金庫

○琉球銀行
○コザ信用金庫

　11月は『村・県民税　第3期』の納期となっておりますので、納期内納付のご協力をお願いします。
　納付期限が過ぎますと、お手元の納付書でのお支払いができなくなり、窓口にて再発行手続きが必要となり
ますのでご注意ください。

★スマートフォン決済アプリでの納付も出来ます！詳しくは中城村役場ホームページをご確認ください。
★口座振替手続きは役場窓口にて！

税

令和4年度　各税の納期
軽自動車税固定資産税 村・県民税税　目期　別

5月31日（火）
8月1日（月）

12月26日（月）
2月28日（火）

6月30日（木）
9月30日（金）
11月30日（水）
1月31日（火）

5月31日（火）第 1期
第 2期
第 3期
第 4期

　中城村役場税務課では、お手持ちのキャッシュカードで村・県民税等の口座振替の申込みができる「ペイジー
口座振替サービス」を開始しています。
　現在、納付書でお支払いいただいている方は、ぜひ本サービスをご利用ください！

①下記金融機関のキャッシュカード
②身分証（免許証等）

▶必要書類
※通帳、届出印は必要ありません。

★金融機関での口座振替のお手続きも可能です！

※口座振替をご利用の際の口座振替日は、各納期月の20日（20日が土日祝日の場合は、翌営業日）です。
▶必要書類 ①納税通知書（口座振替依頼書）　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

【県税に関するお問い合わせ】　
コザ県税事務所　納税班　☎098-894-6503
【村税に関するお問い合わせ】　
中城村役場　税務課　☎098-895-2133（直通）

例年、沖縄県、県内市町村では、11～12月を「県税市町村税納税
推進月間」と定め、県・市町村が連携して税の公平・公正を確保する
ため、税金の滞納について全県一斉に滞納処分を強化・実施してい
ます。
本村でも納税推進月間中は未納者宛に催告状・差押執行予告書を
通知します。指定納期限までに納付が無い場合、随時、財産調査、給
与照会、等を実施して財産差押の滞納処分を実施します。
納付がまだの方は、お早めに納付をお願いします。
また、災害、事業の廃止、失業、病気等のやむを得ない事情により一
時的に納付が困難な場合は、早めに下記の機関にご相談を行うよう
お願いします。
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第9回 中城村南上原子ども組踊
　　　「糸蒲の縁」上演会

第22回 全国障害者芸術・文化祭
第37回 国民文化祭
美ら島おきなわ文化祭２０２２

中城村体育協会事務局
（中城村民体育館内）　
☎098-895-3707

問

中城村体育協会事務局（中城村民体育館内）
☎098-895-3707

問

催 しお 知 ら せ 募 集

中城村役場　生涯学習課　☎098-895-2158
中城村南上原組踊保存会　☎080-2710-7582

問

第15回　空手演武会

▶主催　中城村南上原組踊保存会・南上原自治会
▶共催　中城村・中城村教育委員会
▶日時　11月13日（日）13：30開場　14：00開演
▶場所　中城村吉の浦会館　大ホール
▶プログラム　※プログラムは変更することがあります
　【第一部】
　琉球古典音楽斉唱
　琉球舞踊　かぎやで風、四つ竹、鳩間節、月眺め、
　　　　　寿の舞
　【第二部】
　解説・創作組踊「糸蒲の縁」
▶入場料　無料

第50回ごさまるトリムマラソン大会参加者募集！
▶開催日　令和5年1月15日（日）　※雨天決行
▶会　場　ごさまる陸上競技場
▶開会式　８：３０　※ごさまる陸上競技場へ集合をお願いします。
▶開催種目

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、小学校の空手演武及び素
晴らしい“技”を披露します。

▶主催　中城村体育協会
▶日時　12月11日（日）　14：00　開演
▶場所　吉の浦会館

▶参加料　800円（運営費、保険料込）
※申込後、主催者より新型コロナウイルス感染症等の影響により中止と判断された場合、返金にて対応いたします。
▶申込方法
事務局（中城村民体育館内）で申込書を配布しておりますので、必要事項をご記入のうえ、
参加料と併せてお申込みください。申込書は、中城村体育協会ホームページからもダウンロードできます。
※事務局での窓口対応は、午前9時から午後10時まで（祝日は、午後5時まで。火曜日は休館日です。）
【注意】電話・ＦＡＸでの申込みは、受付していません。
▶申込受付期間
11月16日（水）～12月26日（月）　17:00まで
（定員に達し次第、受付終了となります。）
※当日の参加受付はありません。

50分
60分

制限時間

350名
150名

定員

9時
9時20分

スタート

2．6キロコース
5．7キロコース

競技種目

中城村体育協会
ホームページを
開設しました！
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中城村役場　福祉課　☎098-895-1738（直通）問

中城村教育委員会　生涯学習課　☎098-895-2158問

介護予防教室のご案内

長寿学級！草木染め手ぬぐい作り

玉ねぎの皮でオリジナルの楽しい染め物作りです!!

とよむちょ筋教室

ごさまっするクラブ　～第16期生募集～

午
前

月 火 水 木 金

午
後

ちょ筋
南浜公民館

10：00～11：00
期間（通年）

がんじゅう教室（北浜）
送迎あり

※福祉課での手続きが必要です。
（チェックリスト該当者）

がんじゅう教室（久場）
送迎あり

※福祉課での手続きが必要です。
（チェックリスト該当者）

ちょ筋
南上原公民館（2班）
9：45～11：45
期間（通年）

がんじゅう教室（久場）
送迎あり

※福祉課での手続きが必要です。
（チェックリスト該当者）

ちょ筋
登又公民館（2班）
9：30～11：30
期間（通年）

ちょ筋
浜公民館

10：00～11：30
期間（通年）

ちょ筋
北浜公民館（2班）
9：30～11：45
期間（通年）

3B体操
サンヒルズタウン
10：00～11：30
期間（通年）

ちょ筋
安里公民館

14：00～15：30
期間（12月～3月）

ちょ筋
津覇公民館

14：00～15：30
期間（12月～3月）

フォロー
吉の浦

14：00～16：00
期間（通年）

ちょ筋
和宇慶公民館
14：00～15：30
期間（通年）

ちょ筋
新垣公民館

14：00～15：30
期間（12月～3月）

ノルディックウォーキング
吉の浦公園

14：00～15：30
期間（通年）

ちょ筋
伊集公民館

14：00～15：00
期間（通年）

ちょ筋
奥間公民館

14：00～15：30
期間（12月～3月）

ちょ筋
泊公民館

14：00～15：30
期間（12月～3月）

▶利用対象者　村内在住の65歳以上の方　※ただし医師による運動制限のない方に限ります。
　　　　　　　（新規の方が優先となりますが経験者の方も申込できます。）
▶場所　村民体育館2階のトレーニング室
▶期間　令和4年12月～令和5年3月まで（毎週木曜日）
▶時間　1部（9：30～10：30）定員6名
　　　　2部（10：45～11：45）定員6名

▶講　師　仲本　孝子
▶開催日　11月28日 （月曜日：全1回）
▶時　間　13:00～16:00
▶対象者　60歳以上の村内在住者（先着12名）
▶場　所　吉の浦会館　調理室
▶申込期間　11月14日（月）～22日（火）　※平日9：00～17：00
【確認事項】

▶持ち物　タオル・水・運動靴・100円（券売機にて購入）
▶申込み　令和4年11月14日（月）より、電話か中城村役場
　　　　　福祉課窓口にて受け付けます。
※定員になり次第締め切らせていただきます。ご了承ください。

健康運動指導士が利用者の年齢、運動能力、体力にあった運動指導を行い、トレーニングマシンの使用方法を教えます。

村内にお住まいの65歳以上の方を対象に、運動や栄養、転倒予防の為の体操などを、
楽しくわかりやすく取り組むことを目的に、各公民館で介護予防運動を行っています。

※新型コロナウイルス感染症の状態に応じて休止・中止になることがあります。

1,000円
2,500円

手ぬぐいコース
タペストリーコース

①
②

材料費コース

※希望の受講コースを選択してください。　※来場前に検温等の健康チェックを必ずお願いします。
※本講座でのケガ・事故等への対応は、傷害保険の適応範囲の限りとします。
※本講座の写真等は、広報物や村ホームページ等へ掲示・掲載させていただく場合があります。
※本講座の開催は、変更または中止となる場合があります。生涯学習課にてご確認ください。

催 しお 知 ら せ 募 集
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第9回 中城村南上原子ども組踊
　　　「糸蒲の縁」上演会

第22回 全国障害者芸術・文化祭
第37回 国民文化祭
美ら島おきなわ文化祭２０２２

中城村体育協会事務局
（中城村民体育館内）　
☎098-895-3707

問

中城村体育協会事務局（中城村民体育館内）
☎098-895-3707

問

催 しお 知 ら せ 募 集

中城村役場　生涯学習課　☎098-895-2158
中城村南上原組踊保存会　☎080-2710-7582

問

第15回　空手演武会

▶主催　中城村南上原組踊保存会・南上原自治会
▶共催　中城村・中城村教育委員会
▶日時　11月13日（日）13：30開場　14：00開演
▶場所　中城村吉の浦会館　大ホール
▶プログラム　※プログラムは変更することがあります
　【第一部】
　琉球古典音楽斉唱
　琉球舞踊　かぎやで風、四つ竹、鳩間節、月眺め、
　　　　　寿の舞
　【第二部】
　解説・創作組踊「糸蒲の縁」
▶入場料　無料

第50回ごさまるトリムマラソン大会参加者募集！
▶開催日　令和5年1月15日（日）　※雨天決行
▶会　場　ごさまる陸上競技場
▶開会式　８：３０　※ごさまる陸上競技場へ集合をお願いします。
▶開催種目

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、小学校の空手演武及び素
晴らしい“技”を披露します。

▶主催　中城村体育協会
▶日時　12月11日（日）　14：00　開演
▶場所　吉の浦会館

▶参加料　800円（運営費、保険料込）
※申込後、主催者より新型コロナウイルス感染症等の影響により中止と判断された場合、返金にて対応いたします。
▶申込方法
事務局（中城村民体育館内）で申込書を配布しておりますので、必要事項をご記入のうえ、
参加料と併せてお申込みください。申込書は、中城村体育協会ホームページからもダウンロードできます。
※事務局での窓口対応は、午前9時から午後10時まで（祝日は、午後5時まで。火曜日は休館日です。）
【注意】電話・ＦＡＸでの申込みは、受付していません。
▶申込受付期間
11月16日（水）～12月26日（月）　17:00まで
（定員に達し次第、受付終了となります。）
※当日の参加受付はありません。

50分
60分

制限時間

350名
150名

定員

9時
9時20分

スタート

2．6キロコース
5．7キロコース

競技種目

中城村体育協会
ホームページを
開設しました！
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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…

【お問い合わせ】中城村役場　福祉課　☎098-895-1738（直通）

地域包括支援センターってなぁ～に？
中城村役場福祉課内に65歳以上の方の総合相談窓口として、中城村地域包括支援センターがあります。
地域包括支援センターでは、保健師、看護師、主任ケアマネージャー、社会福祉士等が在籍しており地域住
民の心身の健康と生活安定のためのサポートを行っています。

元看護師のオバーは最近、もの忘れが多くなり、お嫁さんとも喧嘩が絶えなくなっています。
そんなある日、近所に住んでいるお友達が訪ねてきました。

☆興味のある方は、中城村役場福祉課窓口または電話にてお問い合わせください。

中城村在住で認知症の心配がある方・その家族を対象に認知症についての講話や脳トレ等を行い、正しい
知識を身につけることで認知症の悪化や予防を図り安心した生活を送れるように取り組んでいます。

おれんじカフェ"ほっこりーな"とは・・・

開催日 毎月第2月曜日　※10月と1月は場所や公休日の都合で第4月曜日になります。
場 所 吉の浦会館 小会議室 時 間 14:00～15：30 参加費 100円（コーヒー・お茶・お菓子代）

私は看護婦だったから必要ないと思うけど・・・楽しそうだから私も行ってみたいさぁ～

ありがとうねぇ～。一度地域包括支援センターに相談に行ってみるさぁ。

オバー、私と一緒に“ほっこりーな„カフェ参加してみる？楽しそうだよ！！

そうなんだねぇ～。うちのオバーももの忘れが酷くて困ってたんだけど、役場にある
地域包括支援センターに行って相談したよ。おれんじカフェ“ほっこりーな„を紹介
してもらって、うちのオバーと一緒に私も参加しているよ。
同じ悩みを抱えている方とも交流できるので少し気が楽になったよ。一度相談して
みたら？

オバーのもの忘れが酷くなっているのが心配でね。何度も同じ事を言われるとだんだん
イライラしてきて毎日喧嘩になってしまうのよ～。どこか相談するところないかねぇ～

元気だけどさ～、うちの嫁は私に反抗ばかりしてね～。
いつも喧嘩ばかりしているさ～。本当は仲良くしたいのにね～・・

こんにちは～。元気かね～と思って来てみたよ～。

11月11日は、介護の日
いい日 いい日

☆とある家庭の一場面を見てみましょう！
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令和4年度（後期）
中城村育英会入学準備金貸費生募集

広報なかぐすく 9月号内記事の
お詫びと訂正について

中城村役場　教育総務課
中城村育英会
☎098-895-3276（直通）

問

中城村役場　福祉課　☎098-895-1738問

宜野湾警察署　☎098-898-0110問

【誤】　西村　利英　様
↓

【正】　西村　利秀　様

●訂正箇所：やすらぎクリニック院長氏名

中城村育英会では、成績優秀な学生で経済的事
情等により修学が困難な者に対し、無利子で入学準
備金を貸与します。
▶募集人数　若干名
▶募集資格　本村に住所を有し、大学・大学院・短期

大学及び専門学校等（修学年限が2
年以上）に入学予定者で学業が優秀
であり、学資の支弁が困難と認められ
る者

▶貸費金額　20万・30万・40万円（いずれかを選択）
▶貸費金の償還　大学、専門学校等を卒業し、6か

月後貸費額の20分の1に相当す
る額を毎月貸費額に達するまで
償還しなければならない

▶申込期間　11月1日～11月30日
　　　　　　（土日祝祭日を除く、8：30～17：15）
▶選考　育英会で選考し決定
提出書類等については、教育総務課で配布、又

は本村ホームページ（右下QRコード）に掲載して
います。

広報なかぐすく9月号（No.305）内の記事、人材
育成基金への寄付について、下記の通り誤った記載
をいたしました事を訂正してお詫び申し上げます。

指名手配被疑者検挙にご協力を！
どんな小さな情報でもお寄せください。

▶日時　11月13日・27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　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。お気軽にお問い
合わせください。

将来の医療及びケアについて、 本人を中心にご
家族や近しい人、医療・ケアチームが繰り返し話し合
いを行い、本人による意思決定を支援するプロセス
のことです。「人生会議」とも呼びます。
自分自身、また親や祖父母などの大切な人が、人
生の最期まで住み慣れた地域や場所で自分らしく過
ごすことができるよう、元気なうちから、好きなこと・
嫌いなこと・大切だと感じることなど、ゆんたくして
みませんか？

あたいぐゎ～朝市開催のお知らせ

11月は「指名手配被疑者捜査強化月間」です

中城村役場　住民生活課　生活環境係
☎098-895-2132

問

11月23日（水）勤労感謝の日はごみ収集はあり
ません。
※振替収集はありませんので、次の収集日に出すようお願
いいたします。

ごみ収集お休みのお知らせ

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

アドバンス・ケア・プランニングを
知っていますか？

ACPアニメーション動画 ▶

大変失礼致しました。

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…

【お問い合わせ】中城村役場　福祉課　☎098-895-1738（直通）

地域包括支援センターってなぁ～に？
中城村役場福祉課内に65歳以上の方の総合相談窓口として、中城村地域包括支援センターがあります。
地域包括支援センターでは、保健師、看護師、主任ケアマネージャー、社会福祉士等が在籍しており地域住

民の心身の健康と生活安定のためのサポートを行っています。

元看護師のオバーは最近、もの忘れが多くなり、お嫁さんとも喧嘩が絶えなくなっています。
そんなある日、近所に住んでいるお友達が訪ねてきました。

☆興味のある方は、中城村役場福祉課窓口または電話にてお問い合わせください。

中城村在住で認知症の心配がある方・その家族を対象に認知症についての講話や脳トレ等を行い、正しい
知識を身につけることで認知症の悪化や予防を図り安心した生活を送れるように取り組んでいます。

おれんじカフェ"ほっこりーな"とは・・・

開催日 毎月第2月曜日　※10月と1月は場所や公休日の都合で第4月曜日になります。
場 所 吉の浦会館 小会議室 時 間 14:00～15：30 参加費 100円（コーヒー・お茶・お菓子代）

私は看護婦だったから必要ないと思うけど・・・楽しそうだから私も行ってみたいさぁ～

ありがとうねぇ～。一度地域包括支援センターに相談に行ってみるさぁ。

オバー、私と一緒に“ほっこりーな„カフェ参加してみる？楽しそうだよ！！

そうなんだねぇ～。うちのオバーももの忘れが酷くて困ってたんだけど、役場にある
地域包括支援センターに行って相談したよ。おれんじカフェ“ほっこりーな„を紹介
してもらって、うちのオバーと一緒に私も参加しているよ。
同じ悩みを抱えている方とも交流できるので少し気が楽になったよ。一度相談して
みたら？

オバーのもの忘れが酷くなっているのが心配でね。何度も同じ事を言われるとだんだん
イライラしてきて毎日喧嘩になってしまうのよ～。どこか相談するところないかねぇ～

元気だけどさ～、うちの嫁は私に反抗ばかりしてね～。
いつも喧嘩ばかりしているさ～。本当は仲良くしたいのにね～・・

こんにちは～。元気かね～と思って来てみたよ～。

11月11日は、介護の日
いい日 いい日

☆とある家庭の一場面を見てみましょう！
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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
中城村の人口　令和4年9月末現在

※（　）内は前月との比較

人　口
男
女
世帯数

人
人
人
世帯

22,350
11,190
11,160
9,509

（+21）
（+10）
（+11）
（+23）

月12 護佐丸歴史資料図書館
資料図書室カレンダー

本・雑誌のリサイクル市
これまで寄贈いただいた本（主に郷土に関する
本）や、保存年限の過ぎた雑誌のリサイクル市を行
います！

システム入替による休館のお知らせ
1月より、図書室はシステムおよび機器の入替

作業を行う予定です。入替作業中は2ヵ月ほど休
館となります。大変ご不便をおかけいたしますが、
ご理解とご協力をお願いいたします。

☆同期間中は3階展示室にて、企画展「元米兵が
見た OKINAWA―カメラ越しに見えるなつ
かしき沖縄―」も開催しています！詳細は広報裏
表紙をご覧ください。

※できるだけ多くの方にお譲りするため、手に持てる範囲での
お持ち帰りをお願いいたします。
※期間中は休憩談話室のご利用ができません。

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 31

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

期間：令和4年11月2日（水）～12月4日（日）
場所：護佐丸歴史資料図書館1階休憩談話室

※システム入替の日程は、急きょ変更になる場合
がございます。それに伴う開館日変更の際には
館内掲示やホームページでお知らせいたします。

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
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12月カレンダー12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

12月  1日（木）
12月  7日（水）
12月  9日（金）
12月12日（月）
12月13日（火）

新垣
安里
登又
和宇慶
浜

12月14日（水）
12月14日（水）
12月15日（木）
12月15日（木）
12月19日（月）

南浜
北浜
奥間
伊集
津覇

12月20日（火）
12月21日（水）
12月22日（木）
12月23日（金）
12月27日（火）
12月27日（火）

泊
久場
伊舎堂
当間
北上原
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
婦人がん検診 実施場所：中城村役場多目的ホール予約制

地域子育て支援センターごさまる
☎098-988-0134

●日時：12月24日（土）
① クリスマス会

●日時：12月16日（金）① ぴかぴかDAY　
●日時：12月23日（金）② クリスマス会

※開催時間や詳細は12月の児童館だよりに掲載予定です。

※開催時間や詳細は12月の支援センターだよりに掲載予定です。
※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、
または中止と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。

正しい靴の選び方、はき方でトラブルが解消。親子にとても
お役に立てるかも？

茶道の先生をお呼びしてのお茶会です。ゆったり
した時間を過ごしてみませんか？

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

3歳児健診

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912

11月10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

南上原：対象地区
木112

※内容：子宮頸がん検診、乳がん検診、骨粗鬆症検診

11月28日(月)～ 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

当間・屋宜・添石・伊舎堂・第2団地：対象地区月1912

実施場所：吉の浦会館

乳児一般健診

8：50～：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

土1012

●日時：12月28日（水）
② ぴかぴか大作戦～みんなで児童館をきれいにしよう～

●日時：20日 10：00～　 比嘉芳美氏
お茶会講座

第3弾足育講座
●日時：15日 9：30～　 照屋裕子氏

どちらも限定6組（要予約）となっております。
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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
中城村の人口　令和4年9月末現在

※（　）内は前月との比較

人　口
男
女
世帯数

人
人
人
世帯

22,350
11,190
11,160
9,509

（+21）
（+10）
（+11）
（+23）

月12 護佐丸歴史資料図書館
資料図書室カレンダー

本・雑誌のリサイクル市
これまで寄贈いただいた本（主に郷土に関する
本）や、保存年限の過ぎた雑誌のリサイクル市を行
います！

システム入替による休館のお知らせ
1月より、図書室はシステムおよび機器の入替

作業を行う予定です。入替作業中は2ヵ月ほど休
館となります。大変ご不便をおかけいたしますが、
ご理解とご協力をお願いいたします。

☆同期間中は3階展示室にて、企画展「元米兵が
見た OKINAWA―カメラ越しに見えるなつ
かしき沖縄―」も開催しています！詳細は広報裏
表紙をご覧ください。

※できるだけ多くの方にお譲りするため、手に持てる範囲での
お持ち帰りをお願いいたします。
※期間中は休憩談話室のご利用ができません。

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 31

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

期間：令和4年11月2日（水）～12月4日（日）
場所：護佐丸歴史資料図書館1階休憩談話室

※システム入替の日程は、急きょ変更になる場合
がございます。それに伴う開館日変更の際には
館内掲示やホームページでお知らせいたします。

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
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                          南上原に OPENして５年目 
（琉大附属小・中すぐ近く。「南坂田原公園」徒歩０分） 

        総定員＝２４名 保育士数は認可基準以上 
   
■入園説明会（施設案内あり）※事前に必ずメールまたは電話で予約をお願いいたします。 

①11/26 ②12/10・17 ③1/14・21の土曜 ④2/4の土曜[以降は随時] 
コロナ感染防止のため各回８組程度に振り分け予定。各日 10：00、11：20、13：20、14：40 

の内３～４回開催します。場所は当園です。 

〇説明後に入園手続きまで進みたい方は親子でご参加ください。 
（面談後に順次「入園決定」。定員まで受け付けます） 
〇説明会参加費：２００円/世帯 

〇ご相談は問合せ先へお気軽に（居住地不問） 
    

運営者は学校法人（千葉県柏市）で創立 68 年を迎えた教 
育法人。こども園・認可保育園を運営。国の指定事業や保育 
実践研究での入賞など実績を有します。安心してお預けを。 
 

■申込み・問合せ等  
メールwarabi-n@kurumi-kodomoen.jp 

 電 話 （０９８）８９５－５１５５  学校法人くるみ学園 
     ～～～ 根っこを育てる伸び伸び保育の 中城わらび保育園 ～～～ 

※事業所の皆様へ：当園と保育協定を結ぶと優先的に社員等のお子さんが優先入園できます⇒電話で応相談 

     ※保育士として働いてみたい方へ：当園までお気軽に電話またはメールでご連絡ください。 

 

保育のわらび・保育はわらび 
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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 中城村教育委員会 協 力 NPO法人琉米歴史研究会

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


