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中城村マスコットキャラクター

朝市開催のお知らせ
日時：8月24日(日) 9時～12時
場所：吉の浦会館駐車場
ぜひご来場ください(^o^)
・出店者も募集しています。

中城村職員採用試験のお知らせ P4

●中城財務書類…………………………………… P2
●ヘルプロ通信 …………………………………… P3
●地域盛り上げ隊のお知らせ …………………… P4
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今月の主な内容

自然の中には何がある？
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　財政の健全化を図る上で、売却できる資産の洗い出しや、負債の正確な把握などの「資産・債務改革」を進める
ため、総務省が推進する「新地方公会計制度」に基づく「基準モデル」により財務書類を作成しました。

◆議員歳費・職員給与
《議員に対して支払われる報酬、期末手当及び職員給
与です。》
◆減価償却費(事業用資産)
《１年間経過したことによる資産価値減少額を費用と
して計上するものです。》
◆維持補修費
《資産の機能維持のために必要な修繕費などです。》
◆委託費
《固定資産を形成するための委託業務以外で、外部
に業務委託して行う経費です。》
◆公債費　《村債に係る利息（村債償還利子）。》
◆他会計への移転支出
《各特別会計への繰出金、負担金、補助金などです。》
◆補助金等移転支出
《政策目的による補助金等の支出などです。》
◆社会保障関連費等移転支出
《社会保障給付としての扶助費等の支出です。》
◆業務収益
《本村が行政活動として一定のサービスを提供する
場合に、そのサービスの対価として徴収する使用料、
手数料等などです。》
◆業務関連収益
《本村が保有する有価証券から発生する受取配当金
や諸収入などです。》

　民間企業会計の考え方を取り入れ、複式仕訳による財務データを用い、また、村が保有しているすべての資産を
公正価値（時価）により評価して財務４表を作成しております。

Ⅱ．行政コスト計算書
　１年間の行政運営コストのうち、福祉サービスなどの提供といった資産形成に結びつかない行政サービスに要し
たコストを人件費、物件費、経費、業務関連費用、移転支出に区分して表示したものです。

◆行政コスト計算書
　（平成24年4月1日から平成25年3月31日）

行政コスト計算書
（平成24年4月1日から平成25年3月31日）

住民一人当たり

（単位：千円） （単位：千円）

（単位：千円）

項　　目 金　額
経常費用 4,896,140
1. 人件費	
（１）議員歳費・職員給料	
（２）その他

2. 物件費・経費
（１）消耗品費
（２）減価償却費（事業用資産）
（３）維持補修費
（４）その他物件費
（５）委託費
（６）その他経費

3. 業務関連費用
（１）公債費（利払分）	
（２）その他の業務関連費用等

4. 移転支出
（１）他会計への移転支出
（２）補助金等移転支出
（３）社会保障関連費等移転支出
（４）その他の移転支出

1,120,698	
595,852	
524,846	

1,218,789	
175,762	
226,239	
202,039	
92,149	
410,468	
112,132	

98,183	
87,065	
11,118	

2,458,470	
420,473	
1,231,813	
790,523	
15,661	

経常収益 249,273
1. 業務収益	
2. 業務関連収益

121,906	
127,367	

純経常行政コスト（経常費用 - 経常収益） 4,646,867	

平成２４年度決算　中城村（普通会計）の財務書類を公表します。
財務書類を作成しました。　※今月は行政コスト計算書について公表します。

「 基準モデル 」について！

［用語の解説］

経常収益 249,273

4,646,867
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〜日曜健診のご案内〜

８月に入り、いよいよ夏本番♪この時期特に注意したいのが熱中症。熱中症の予防には「水分補給」
と「暑さを避けること」が大切です。また、熱中症は屋外だけでなく、高温多湿の室内で過ごしてい
る場合にもみられます。扇風機やエアコンを活用し、温度・湿度を調整しましょう。熱中症は、症状が
深刻なときには命に関わることもありますが、正しい知識があれば予防することが出来ます。熱中
症を知り、自分でできる対策を心がけましょう。

　熱中症とは、暑さによって生じる障害の総称で、熱失神、熱けいれん、熱疲労、熱射病に分類されます。主な症状
として、めまい、顔のほてり、筋肉痛、筋肉のけいれん、体のだるさ、吐き気、異常な汗のかき方、体温が高い、意
識障害（呼びかけに反応しない、まっすぐ歩けない、言動がおかしい、自分で水分補給できない）などが挙げられ、
症状が深刻なほど命に関わります。熱中症を疑う症状が見られた場合には適切な応急処置を行い、速やかに医療
機関を受診しましょう。（応急処置によって症状が回復した場合でも、念のため医療機関を受診しましょう。）

❶涼しい場所へ移動
風通しのよい日陰やクーラーの効い
た室内など、涼しい場所へ移動し、足
を高く上げ、安静にしましょう。

❸水分・塩分の補給　（おう吐の症状が出ていたり意識がない場合はむりやり水分を飲ませることはやめましょう）
できれば水分と塩分を同時に補給できるスポーツドリンクなどを飲ませましょう。おう吐がある場合や意識がない
場合は、誤って水分が気道に入る危険性があるため、むりやり飲ませることはやめましょう。

❹医療機関へ運ぶ
救急車を待っている間にも、現場で応急処置をすることで症状の悪化を防ぐことができます。また、応急処置に
よって症状が回復しても、体に影響が残っていることも考えられるので、念のため医療機関を受診しましょう。

❷衣服をゆるめ、冷却
衣服をゆるめ（脱衣できるなら脱衣し）て体の熱を逃がしましょう。氷枕や
保冷剤で両側の首筋やわき、足の付け根など太い血管を冷やします。皮
ふに水をかけて、うちわ等で扇ぐことでも体を冷やすことができます。

対象者 平成26年度の健診（人間ドッグ含む）を受けていない
40～74歳の国保加入者

平成26年度健診	未受診者
(※社会保険加入者は除く)

健診日時 ①８月３１日（日） ②１０月１９日（日） ③１０月５日（日）
予約期間 ７月２８日（月）～８月１５日（金） ７月２８日（月）～９月１９日（金） 予約は必要ありません。
定員 ５０名 ５０名 なし

予約先 中城村役場　健康保険課　８９５－２１３１（内線２５３・２５４）
※月～金８：30～17：15 予約は必要ありません。

健診場所 ハートライフクリニック※ニューマン側の新しい建物 吉の浦会館
健診受付時間 午前８：１５～１０：３０ 午前8：30～11：00

検査項目 身長、体重、腹囲、問診、血圧、尿検査
血液検査（コレステロール等の脂質、血糖、尿酸、肝機能、腎機能）、医師の診察

持参するもの 国保保険証カード 国保保険証カード、健康手帳
料金 無　料
注意点 朝食は食べずに受診して下さい。水は可。

◆熱中症の症状

◆熱中症が疑われたら・・

知って防ごう！  熱中症対策

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



【お問い合わせ】中城村役場　福祉課　　☎ 895-1738

【お問い合わせ】中城村役場　総務課　☎ 895-2131( 内線 211)

児童扶養手当現況届及び
特別児童扶養手当所得状況届について

　平成26年度児童扶養手当現況届及び特別児童扶養手当所得状況届の受付を下記の通り行います。現
在手当を受給中の保護者の皆様は期間内に手続きを行ってください。現況届及び所得状況届は、受給者の
前年の所得状況と８月1日現在の養育の状況を確認するための届出です。この届出をしないと、受給資格が
あっても、８月以降の手当の支給を受けられなくなりますので、必ず提出して下さい。

【受付場所】中城村役場　多目的会議室（本庁隣）
【受付時間】午前９時～12時　　午後１時～５時
※都合により上記日程に提出できない場合は、８月29日までに中城村役場福祉課まで届出を済ませてください。（土・
日・祝祭日は除く）

【持参するもの】
・通知書	・印鑑(シャチハタ印以外)
・受給者及び児童の健康保険証のコピー・受給者の平成26年度所得課税証明書(平成26年１月１日に中城
村に住所がない方のみ。平成26年１月１日に住んでいた市町村で発行)

【日程表】

　　　　　　　　 事業がスタートしました！
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８月12日（火） 伊集・和宇慶・南浜・北浜・津覇
８月13日（水） 奥間・浜・南上原・県営中城団地
８月14日（木） 添石・伊舎堂・泊 ･久場・第２団地
８月15日（金） 安里・当間・屋宜・登又・新垣・北上原・サンヒルズ

※受付日程は左記のとおりに
なります。会場の混雑を避
けるため、指定日を設けまし
たが、都合の悪い場合は指
定日以外でも受付できます。

域盛り上げ隊事業とは…？

体的には…？

【お問い合わせ】中城村役場　企画課　☎895-2131（内線 300）

地域盛り上げ隊

　役場職員が村内の各地域（自治会）に入って、地域と関わりながら一緒に考え、地域を盛り上げていこう
と活動する事業のことです。役場全職員118名で取り組んでいきます。

・地域主催の祭りや各行事などへの参加
・地域の各種団体（老人会や子ども会など）のサポート
	その他、地域のご意見ご要望に対応・検討します！
これから、「地域盛り上げ隊」は割り当てられた地域の祭りなどに
積極的に参加していきます！地域の皆さんに顔を覚えてもらえる
よう頑張りますので、どうぞよろしくお願いします！

地

具

平成 27 年度　中城職員採用試験のお知らせ
区　　分　：行政職
試験日程　：一次試験　平成 26年９月21日 (日 )　二次試験　10月下旬及び 11月下旬を予定
申込書配布：平成 26年８月４日以降
受付期間　：平成 26年８月４日 (月 ) ～８月15日 ( 金 )
受験資格　：昭和 55年４月２日以降に生まれた者
採用人数　：若干名　　　　　　



中城村合併処理浄化槽設置補助金制度について
個人住宅への合併処理浄化槽の設置に対し、補助金を交付する制度です。

【対象地域】
・公共下水道の整備計画地域以外の地域（登又・新垣・北上原・南上原の一部）
・公共下水道の整備予定はあるが、７年以内の整備が見込めない地域
・詳細については、お問い合わせ下さい。
【その他】
・設置工事着工後、及び完了後の申請は補助対象となりません。必ず事前に交付申請を行い、補助金交付決
定通知を受けた後に設置工事を行ってください。
・合併処理浄化槽設置届の審査及び建築確認を受けている必要があります。
・平成２７年３月２５日までに設置工事を完了し、実績報告書を提出する必要があります。年度をまたいでの工
事や交付申請は補助対象となりません。

生ごみ処理容器等購入補助金制度について
ゴミ減量化推進のため、生ごみ処理容器等購入に対し、補助金を交付します。
平成２６年６月から補助の上限額が引き上げられました。
○	生ごみ処理容器及び生ごみ処理菌　購入費の２分の１（上限額３千円）
○	生ごみ処理機　　　　　　　　　　購入費の２分の１（上限額３万円）

【お問い合わせ】　沖縄県企画部統計課　人口社会統計班　毎勤担当☎ 866-2050

高齢者肺炎球菌予防接種費用助成のお知らせ
　国では平成26年10月から予防接種法に基づく定期接種になる予定です。
予防接種法の改正に伴い、これまでの接種内容が変更となる予定ですので詳細が決まりましたら、村広報な
どでお知らせ致します。

☆国民年金の付加保険料について☆
国民年金保険料　月額15,250円を納めている方にお得な制度です。

受け取る金額が増える「付加保険料」の納付もおすすめです！
●月額400円の付加保険料を納めると、将来の老齢基礎年金に付加年金が加算されます。加算される付加
年金額は［200円×付加年金を納めた月数］で計算し、2年以上受取ると、支払った付加保険料以上の付加
年金が受取れます。

【例】　納付　付加保険料400円×納付月数12月＝4800円
　　　受給　付加年金200円×納付月数＝2400円　毎年受取(３年目からはお得です)
　　　　　※国民年金基金に加入の方は、付加保険料をおさめることができません。

毎月勤労統計調査特別調査についてのお願い
　厚生労働省では、賃金、労働時間、雇用実態等の調査のため、小規模事業所(１～４人労働者)の調査とし
て、年１回全国規模で特別調査を実施しています。
　当該調査の対象に選定された事業所には、８～９月の期間に県知事により任命された調査員がお伺いい
たしますので、調査の重要性をご理解いただき、調査へのご協力とご回答をお願いします。

【お問い合わせ】中城村役場　住民生活課　生活環境係　☎ 895-1737
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【お問い合わせ】中城村役場健康保険課　後期高齢者医療係　☎ 895-2131( 内線 251)

【お問い合わせ】　コザ年金事務所　国民年金課　☎ 933-3437
　　　　　　　　中城村役場　福祉課　年金係　☎ 895-1738



　６月29日、登又自治会が「フタオチョウの観
察会」を行いました。フタオチョウは中城村と北
中城村で多くみられる沖縄県指定天然記念物
です。この日はフタオチョウを観察することは
できませんでしたが、観察会には多くの地域の
住民や親子連れが参加し、生き物に触れ合う楽
しい体験となりました。

なにがとれたの？
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　本村役場職員が、地域の方々と交流を持ちながら、
地域を盛り上げていこうという「地域盛り上げ隊」の
取組が始まります。地域盛り上げ隊に関する説明が７
月４日、各自治会長に対して行われ、いくつかの自治
体では職員の歓迎会も開いて頂きました。村民の皆
様と交流しながら、楽しくいろな行事に関わっていき
たいと思います。各字に職員が派遣されますので、こ
れからよろしくお願いします。(関連記事：Ｐ4)

　６月20日、「護佐丸歴史資料図書館」建設工
事の地鎮祭が行われました。地鎮祭には、浜田
京介村長はじめ役場職員、施工業者など関係者
らが出席し、工事の安全、無事故を祈願しまし
た。浜田京介村長は「みなさんの協力のおかげ
で、いよいよ着工されます。建築が無事に進む
よう安全を願います。」と話しました。

新垣地区

北浜地区

地域盛り上げ隊 !?

護佐丸歴史資料図書館
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　思いやりの気持ちを育むことを目的に、中城
中学校で人権教室が開かれました。人権教室で
は、人権擁護委員の方が人権作文を用いなが
ら、「同じ人間は一人もいない」「人と違っている
ことがその人の個性」と相手を思いやることの
大切さを生徒達に伝えました。

　７月2日、村長室で、「社会を明るくする運動」
メッセージ伝達式が行われました。この運動は、非
行や犯罪を防止し、罪を犯した人の立ち直りを地
域で支えていく運動です。浜田京介村長は、「子ど
も達のためにも、大人がしっかりと明るい未来を
開いていけるよう一緒に頑張りましょう」と話しま
した。

　７月２日、村長室で、中城村赤十字奉仕団の委
嘱状伝達式が行われました。委員長玉那覇恵子さ
ん（写真左）、副委員長仲眞佳代子さん（写真右）
に、浜田京介村長より委嘱状が手渡されました。
中城村には26名の団員がおり、災害時の炊き出
しや、歳末募金活動などの奉仕活動を行っていま
す。

　村内在住の中学生・高校生が海外へ短期留
学します。期間は７月９日～29日までの20日
間。アメリカの大学の寮に滞在し、現地での授
業や生活を通して、文化、英語を体験します。村
長表敬訪問では、球陽高校２年の町田海透君が
「頂いたチャンスをものにしたい。経験して学ん
だことを皆様にお伝えできるようにしたいで
す。」と意欲を話しました。

あなたも私も大切な人

皆で取り組もう！ 赤十字奉仕団委嘱状伝達式

海外に挑戦！
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　任期満了に伴う中城村農業委員会委員選挙が、
９月23日告示、28日投票に決まりました。立候補
予定説明会は、８月27日（水）中城村役場（多目的
会議室）にて行います。

都市計画・補償業務・地理情報システム

こどもの健診　実施場所 : 吉の浦会館

住民健診　実施場所 : 吉の浦会館

健康教室 ※健康教室は事前の申し込みが必要です。

ふれあい事業　実施場所 ： 各公民館
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

登 又
和 宇 慶
浜・南上原
新垣・当間
久 場

泊
奥 間
津 　 覇
北 上 原
伊 舎 堂

9月3日（水）
9月8日（月）
9月9日（火）
9月12日（金）
9月14日（日）

9月16日（火）
9月19日（金）
9月22日（月）
9月24日（水）
9月25日（木）

乳児健診
9月18日（木）

対象者：経過観察者・健診未受診者
受付時間：13：3０～１4：３０

受付時間：9：30～
（9月4日、11日、18日、25日）

対象地区
（添石・伊舎堂・第２団地・屋宜・当間）
受付時間：8：30～11：00

対象地区（津覇・浜）
受付時間：8：30～11：00

※健診当日は、朝食をとらないようにしてください。
　胃がん検診を受ける方は、前夜８時以降飲食しないでください。

ハッピーボディ教室
毎週 木曜日

9月3日（水）

9月22日（月）

9月カレンダー

中城村農業委員会委員選挙
９月２３日告示、２８日投票

【お問い合わせ】
中城村選挙管理委員会　　☎895-2131

◆なかよし児童館 ☎988-0156

◆地域子育て支援センター ☎988-0134

●９月６日(土)　午前10時～12時
●定員：10名●受付：９月２日から
●対象：:小学生

マッサージ屋さん

●９月12日(金)　午後4時30分～５時30分
●対象：小学生●定員：10名
●材料費：50円

つくってみよう会「ふちゃぎ作り」

敬老の日制作～ハガキ作り

●９月13日(土)●午後２時～３時　
●定員：20名●材料費：50円(ハガキ代)
●対象：小学生

なかよし映画館

『おじいちゃん、おばあちゃん　だ～いすき♪』
●９月３日(水)　午前10時30分～12時
●対象：地域子育て支援センター
●定員：10組(定員に達し次第締め切ります)
●参加費：無料　●内容：おたのしみに♪

●９月18日(木)　●午前10時30分～12時
●場所：地域子育て支援センター
●講師：上原　みどり氏
●定員：10組(定員に達し次第締め切ります)
●対象：２～５歳児親子●参加費：無料

敬老の日制作

リトミック～親子で楽しむリトミック～

9月

●９月27日(土)
●午前10時～12時　●参加無料
※各行事、定員に達し次第締め切ります。

１ 月 身体測定～５日まで
10 水 お誕生会・お弁当会
15 月 敬老の日 ( 休 )
23 火 秋分の日 ( 休 )
24 水 わくわくクラブ (※午前はお休みです。)
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本社／那覇市字仲井真107番地
電話（098）831-9939
FAX（098）888-0346

支店／南風原町字新川98番地1
電話（098）889-3110
FAX（098）888-0346

中城村排水設備指定店

※ (　) 内は前月との比較

人　口
男
女

世帯数

１9，076人
９，636人
９，440人

７，354世帯

（+36）
（+26）
（+10）
（+13）

中城村の人口　平成26年6月末現在

保育補助養成講習
◆講習内容
　子育て支援の現状や取り組み、事
故防止対策、現場実習等の基本
的な技能・知識の習得
◆日時
　平成26年８月21日(木)～
　９月４日(木)までの計11日間
　(※土日祝日除く)10時～15時
◆場所
　大庭学園　沖縄ソーシャルワー
ク専門学校(北中城村)
◆対象者
　ハローワークに求職登録した55
歳以上の就職希望者
◆受講料
　無料
◆定員
　20名
　※事前に申込みが必要です。
【お問い合わせ】
中城村シルバー人材センター
☎895-2502
(公社)沖縄県シルバー人材
　　　センター連合
☎871-0330

◆受験資格
（１)就学義務猶予免除者である者又
は就学義務猶予免除者であった
者で、平成27年3月31日までに
満15歳以上になるもの。

（２）保護者が就学させる義務の猶
予又は免除を受けず、かつ、平成
27年3月31日までに満15歳以上
に達する者で、その年度の終わり
までに中学校を卒業できないと
見込まれることについてやむを得
ない事由があると文部科学大臣
が認めたもの

（３）平成27年3月31日までに満16歳
以上になる者（(1)及び(4)を除く）

(４)日本国籍を有しない者で、平成
27年3月31日までに満15歳以上
になるもの。
◆受付期間　　　	
　平成26年8月28日（木）から
　平成26年9月16日（火）まで
◆試験日時
　平成26年10月30日（木）
◆試験会場
　沖縄県庁13階第3会議室
　那覇市泉崎1丁目2番2号
◆試験科目
　国語・社会・数学・理科・外国語（英語）
【お問い合わせ】
中城村教育委員会　教育総務課
学校教育係　☎895-3276

◆平成27年度の幼児募集に向け
て、募集説明会を下記のとおり行
います。

◆対象児
　平成27年３月31日で、満年齢が
３歳、４歳、５歳に達する知的発達
に遅れのある幼児
　(平成21年４月２日から平成24年
４月１日までに生まれた幼児)
◆入学者選抜募集説明会
　日時：平成26年９月10日(水)
　午後3時～４時
　(受付時間　午後２時45分～)
　場所：美咲特別支援学校幼稚部
◆出願期間
　平成26年11月18日(火)～19日(水)
の２日間

◆入学者選考日
　平成26年12月２日(火)・３日(水)
のいずれか1日。

　※志願希望者は、９月末日までに
教育相談を受けて下さい。

【お問い合わせ】
沖縄県立美咲特別支援学校
〒904-2153　沖縄市美里4-18-1
☎938-1037　FAX　938-7700
電話受付時間：午後１時30分～５時
担当：幼稚部　小渡　晋二郎

沖縄県立美咲特別支援学校
平成27年度

幼稚部幼児(3,4,5歳児)募集

就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験

受験案内
高齢者向け

講習会の御案内
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空調・衛生設備工事・浄化槽工事・保守点検業務

関連会社　東京営業所　上門工業株式会社
　　　　　柏崎ユーエステック株式会社
　　　　　SILVER SEED
　　　　　　　　蘇州銀精工有限公司
　　　　　株式会社　リードテクノス

　毎年、海の日を中心に、７月１日から８月31日
まで「青い羽募金」の強化期間となっています。
この募金は船舶の遭難や海洋レジャー事故の際
の人命救助、及びその訓練、機材の購入等に活用
されます。村民の皆様のご協力よろしくお願いい
たします。
◎募金の振込先
沖縄銀行高橋支店　普通預金1526329
名義　公益社団法人　琉球水難救済会

【お問い合わせ】
琉球水難救済会　☎868-5940

　平成26年緑の募金にご協力いただき、まことにあ
りがとうございました。今後とも緑の募金に一層の
ご協力をお願いするとともにお礼を申し上げます。
公益社団法人沖縄県緑化推進委員会

◆場所：中城村民体育館(メインアリーナ)
◆時間：午前10時30分～11時30分
　※午前10時15分までに集合をお願いします。
◆期間：９月4日～10月２日(毎週木曜日)
◆対　象：大人　定員30名
　　　　	（運動制限のない20代～70代）
◆受講料：2,500円(保険料込み)
　※室内用シューズ・タオル・飲み物をお持ち下さい。
◆講　師：ヘンゲン	正子(ズンバインストラクター)
◆申込み締切：８月31日(日)午後５時まで
【お問い合わせ】
中城村民体育館　☎895-3707

　あなたの悩みごと、心配ごと等相談できる窓口
です。相談は無料で秘密は守られます。どうぞお気
軽にご利用下さい。
担当者：行政相談員　渡嘉敷　ひとみ
場　所：中城村社会協議福祉会
　　　	(中城村字添石236番地)

【お問い合わせ】
中城村社会協議福祉会　☎895-6788

　運動や栄養、転倒予防のためにストレッチ等、楽
しく、わかりやすく取り組んでいきます。お隣近所、
お誘いあわせの上、ご参加下さい。
◆場所：吉の浦会館
◆時間：午後２時～４時
※血圧測定がありますので、早め(１時半頃)に、お越し下さい。
◆期間：平成26年８月６日～平成27年３月25日
										(毎週水曜日)
										(期間途中からの参加も大歓迎です!)
◆対象：中城村にお住まいの65歳以上の方
※動きやすい服装、タオル持参、室内履き持参で
ご参加下さい。

※水分補給のための飲み物は、各自でご持参下さい。
【お問い合わせ】中城村役場	福祉課	介護福祉係
☎895-2131（内線261）

青い羽募金について

初心者ズンバ教室　受講生募集

中城村ふれあい総合相談所

とよむちょ筋教室

総合相談 日常生活の心配ごと全般
専門機関の紹介など

月曜～
金曜

午前10時
～午後４時行政相談 役所の仕事に関する

苦情や要望など

消費者
生活相談

消費者生活、クーリン
グオフ、債務関係など

法律相談
(要予約)

登記、相続、債務整理
など

火曜
(第１・第３)

午後２時～
午後４時
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業種：建築設計、設備設計各種、住宅、マンション、店舗 その他設計各種

株式会社　二基設計
代表取締役　温井　明二

本　　　社：〒904-2141　沖縄市池原四丁目１番30号　
　　　　　　電話098-939-1110( 代 )　FAX 098-982-1007
　　　　　　E-mail　info@niki-a.co.jp　
う る ま 室：〒904-2245　うるま市字赤道971-66　　電話098-973-1556
東京営業所：〒158-0092　東京都世田谷区野毛2-3-8　電話 03-5758-6647　

第23回2015おきなわマラソン
「参加記念Ｔシャツデザイン」募集

　中城村教育委員会では、平成26年３月26日付けで村
指定文化財として、有形文化財「津覇のテラ」、沖縄戦に
関する遺跡「161.8	高地陣地」の２件の指定を行いまし
た。その文化財の指定書の交付が、６月17日に教育長か
ら津覇自治会長と奥間自治会長に対して行われました。
　「津覇のテラ」は沖縄県内でも特に中城周辺で多く
見られる霊石(ビジュル)信仰の性格を知る上で貴重な
ものとして指定を行いました。「161.8	高地陣地」は、
沖縄戦に関する遺跡としては中城村初の指定で、後世
に沖縄戦の実相を伝えるとともに、平和の尊さを学ぶ
ものとして指定を行いました。
　この２件の指定により、村指定文化財は合計９件とな
りました。

文化財の指定

津覇のテラ 161.8　高地陣地の監視哨

◆応募資格：年齢制限なし
◆応募締切：平成26年８月15日(金)午後５時　(郵送の場合は当日消印有効)
※応募作品の内容、応募先など詳しい内容は下記までお問い合わせください。
【お問い合わせ】おきなわマラソン実行委員会
　　　　　　　〒904-0031沖縄県沖縄市上地2-17-14　　☎930-0088



【お問い合わせ】中城村役場企画課　☎098-895-2131(内線302)　ホームページ http://www.nakagusuku.okinawa.jp

●都道府県・市区町村に対して寄附（ふるさと納税）をすると、寄付金のうち2千円を超える部分について、
一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除される制度です。

～中城村でも新しい取り組みがスタートします！！～

ふるさと納税（チバリヨー中城ごさまる応援寄付）とは？

●寄付者(但し、村外の方に限ります)に対して感謝の気持ちを伝え、今後も応援していただけるように、特典(お礼
の品)を贈呈させていただきます。

●その他、季節限定の商品もご用意する予定です！
●さらに、3万円以上の寄付者には、なんと！もれなく世界遺産中城城跡への生涯通行手形（生涯入場無料カード）
が発行されます。

新しい取り組みってどんなこと？

※詳しくは、村HPもしくは下記までお問い合わせください。

株式会社 沖縄ホーメル
商品詰め合わせセット1

特典 きなこや
商品詰め合わせセット2

特典 中城農産加工所
商品詰め合わせセット3

特典
寄付者はいずれか１つ
お好きな特典を選択する
ことができます。

選べる特典を
ご用意しました！！

ふるさと納税で中城村を応援しませんか？
広
報
な
か
ぐ
す
く

発
行
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《管理栄養士：大城》

今月のいっぺーまーさい品

今回は、さっぱりして食べやすい和え物をご紹介します☆
レシピには、旬の野菜としてモーウイ・オクラを入れてみました。これらを含めた夏野菜に
は、ほてった身体を冷やしてくれる効果があります。逆に大根・白菜などの冬野菜には、冷え
た身体を温めてくれる効果があります。夏にはトマト・きゅうりなどのサラダで夏バテ予防、
冬には大根・ごぼう・白菜などの鍋やスープで冷え性予防として、季節に負けない身体づくり
を日々の食事で実践してみてくださいね＾＾♪

材料(2人分)
食	品	名 分	量

モーウイ 100g
オクラ 3本
青じそ 5枚
鶏むね肉 1/2枚
梅干し 2個
鰹節小袋 2袋
料理酒 大さじ1
顆粒だし 1g

《作り方》　　　　　　　　　　　
①	モーウイは5㎜幅の食べやすい長さに薄
切り、オクラはさっと湯通しして5㎜幅の斜
切り、青じそは千切りにする。梅干しは種を
取り包丁でたたく。
②	鶏むね肉は皮を取り、酒をふる。耐熱容器
に入れ、ラップをかけ電子レンジ(500W)
で5分加熱する。冷めたら細く裂いておく。
③	材料を全てボウルに入れて混ぜ合わせ、
冷蔵庫で冷やす。

夏野菜のさっぱり梅和え

中城の栄養士だより N0.35

栄養価《１人分》
エネルギー：93Kcal
カリウム：362mｇ
塩分：０.９g




