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中城の栄 養 士 だ よ り No58 管理栄養士：宮城

　7月に入り、夏本番を迎えましたね。今月は暑い夏を元気に過ごす為に、スタミナ肉料理を紹
介したいと思います。
　豚肉にはビタミンＢ１、大葉にはβーカロテンやビタミンＥ、レモン汁にはクエン酸やビタミ
ンＣが多く含まれ、疲労回復や体力維持に役立ちます。暑くて少し食欲が無い人でも大葉の香り
とレモンの風味でさっぱりいただけます。

今月の

材料（2人分）

栄養価　《1人分》
エネルギー：320kcal
食塩相当量：1．2ｇ

豚肉
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大さじ 1
大さじ 1
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いっぺーまーさい品いっぺーまーさい品
【作り方】
①豚肉・人参・キャベツ・玉ねぎ・ネギ・
　大葉を適当な大きさに切る。
②★の調味料を合わせてレモン味噌だ
　れを作る。
③フライパンに適量の油をしいて豚肉
　から炒める。豚肉に火が通ったら、
　人参、キャベツ、玉ねぎ、ネギ、　
　大葉の順番に入れてさらに炒める。
④②で作ったレモン味噌だれを絡めて
　さっと炒めたら完成。
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平成 28年度  いっぺーまーさん栄養教室
血圧下げ隊！隊員大募集
栄養士直伝！　 自力で血圧を下げるコツ♪

※参加条件があります※
詳しい内容や日程については下記までお問い合
わせ下さい
中城村役場　健康保険課 895-2131（内線
253）　宮城・安里

平成 28年度実施中城村職員採用候補者試験のお知らせ

【試 験 日 程】　一次試験　平成 28年 9月 18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 28年 8月 1日（月）～
(中城村役場総務課窓口及び中城村役場ホームページよりダウンロードして下さい。)
【受 付 期 間】　平成 28年 8月 8日（月）～ 8月19日（金）
(中城村役場総務課窓口にて受付、郵送による受付は行っておりません。)
【採 用 人 数】　若干名

【お問い合わせ】
中城村役場　総務課　☎895-2131（内 211）

あなたの熱意
待ってます！

中城村役場では、平成 29年 4月採用に向け下記日程で採用試験の実施を予定しています。

※採用職種・受験資格等につきましては、
　平成28年7月中旬に中城村役場ホームページに
　掲載を予定しております。
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伊佐　博子さん

なか     ぐすく     んちゅ

中城人！！中城人！！

今月のN

イ  サ　　　  ヒロコ

7 月 10日 ( 日 ) は参議院議員通常選挙の投票日です。

◆日 時 　6月23日(木)～7月9日(土) 午前8時30分～午後8時
◆場 所 　中城村役場　多目的会議室
※今回の参議院議員選挙から、選挙権年齢が 18歳以上となります。

なか     ぐすく     んちゅ

【投票時間】

【期日前投票】
午前 7時～午後 8時　おすまいの地域の投票所を入場券で確認されてから、投票にお越しください。

中城村内に住所を有し、
農業生産に従事している者

【対象者】
プラスチック類 ( ビニールハウス・マルチ・ポット・肥料袋等）、 
ネット類（ポリエチレン等）
プラスチック類 ( ビニールハウス・マルチ・ポット・肥料袋等）、 
ネット類（ポリエチレン等）

【回収できる物】

平成 28年 7月 22 日 ( 金 )
【委任状の提出期限】

農業用廃プラスチックの処理を行います。処理日は 8月、10月、12 月を予定しております。
処理を希望される方は委任状が必要となりますので、農林水産課窓口までお越し下さい。

【対象】

　平成 28 年 9 月 1 日より事業所内保育所が開園することになりましたので、下記のとおり入所
申込を行います。現在、待機となっている児童は入所申込の必要はありません。
事業所内保育とは…
　平安幼稚園の敷地内に従業員の子供を対象とした従業員枠、中城村の保育を必要とする地域枠の
子供を含めた、保育施設のことをいいます。今回の募集は、地域枠の児童になります。

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（保育に欠ける）児童。
※対象年齢は平成 28年 4月 1日時点で 1歳と 2歳の児童が対象となります。
【利用申込書配布場所】

【保育所情報】

平成 28年 7月 4日（月）から村役場福祉課にて配布、中城村ホームページにてダウンロードできます。
※窓口での申請申込書配布時間は、8時 30 分～ 17 時 15 分です。
【受付時間】
平成28年7月11日（月）～平成28年7月22日（金）までに村役場　福祉課まで提出してください。
※土日・祝日と、お昼時間（12時から 13時）は除きます。
※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。

〔名　称〕事業所内保育所ひらやす保育園（仮称）
〔所在地〕中城村字登又 346-1（平安幼稚園敷地内）

▲土砂災害 · 全国統一防災訓練での炊き出しの様子

▲奥間の獅子舞

　子どもたちに語りかけるように絵本の読みきかせ
をする伊佐博子さん。
　小学校での朝の読み聞かせを週に 1 回続けて 17
年になります。「読み聞かせは趣味みたいなもの。
自分が楽しいから続けられるんです。娘達が小学生
の時に読み聞かせを始めました。娘達はもう大人に
なってしまったけど、地域の子どもたちを読み聞せ
を通して見守り続けたいと思っているんです。地域
と学校がつながると、子育てしやすい環境にもなる
んじゃないかと思いますね。」小学校だけではなく
中学校にも月に1回読み聞かせに行くという伊佐さ
ん。「中学生は多感な時だから、読み聞かせをして
も子ども達は全然表情に出さないんですよ。でも耳
がピンとたって聞き入っているのがわかるんです。
小さい頃はお母さんと寄ってきた子ども達も大きく
なると少し自立して親から離れるようになる。お
せっかいかもしれないけど、まだあなたとつながっ
ていたい、関わらせていてねという思いで絵本を読
んでいます。」絵本の主人公になりきり、場面にあ
わせた伊佐さんの抑揚ある話し方に心を向ける子ど
も達。取材をした私も伊佐さんの読みかせを聞いて
いた卒業生であり、朝の限られた時間に読み聞かせ
に込められていた親心の温かさを知りました。

　「奥間の地域の良さは皆で何かやろうとする積極性
のあるところと、まとまりの良さではないかと思い
ます。3 月に開催した奥間防災フェアでは、大きな釜
を利用して、ご婦人の皆さんと老人会の皆さんがあっ
という間に 200 食の豚汁とじゅーしーを炊き出しし
て大盛況でした。」と話す山城さん。「世代間交流と
して行われるスポーツ大会ではグラウンドゴルフを
通してお年寄りが子ども達に指導しながら行うので
良い交流になっていると思います。力を入れたいと
ころとしては若い世代との縦のつながりを強くした
いですね。戦前から奥間の守り神として伝わる奥間
の獅子舞の継承も若い人の力が必要です。若い人に
とっては年配や地域の人と関わるのが億劫に感じる
時もあるかもしれない。ですが、自治会や青年会活
動など組織の活動を通して皆さんに地域への愛着を
深めて頂きたいです。もちろん若い世代だけでなく、
皆で気兼ねなくいろんな行事に積極的に参加して地
域をつくっていきたいので皆さん大歓迎です。」人と
の繋がりを大事にしながら皆で奥間を盛り上げてい
きたいという熱い思いを話して下さいました。

奥間自治会長

山城　興淳さん

　平成24年に、村内で唯一とな
る自主防災組織を結成。地域住民
が協力·連携し、住民の防災意識
の啓発や、毎年、土砂災害と地震·
津波の避難訓練を実施している。

世帯数：306
人　口：862
(平成28年5月末現在)

選挙のお知らせ

【お問い合わせ】　中城村選挙管理委員会　☎895-2131（内 217）

農業従事者の皆さんへ

【お問い合わせ】　中城村役場　農林水産課　☎895-2131（内 313）

事業所内保育入所児童募集案内

【お問い合わせ】　中城村役場　福祉課　☎895-1738（直通）

奥間のご紹介
わったー

なかぐすく　

　今回は津覇の魅力・活力について津覇自治会長で
ある新垣美恵子さんにお話しを伺いました。
　各地域の自治会活動や伝統文化、行事について紹
介を行います！今回は奥間の魅力・活力について奥間
自治会長である山城興淳さんにお話しを伺いました。

ヤマシロ　コウジュン
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78.2%

一般会計歳入

中城村の財政事情の公表中城村の財政事情の公表
　「財政公表」は、村の財政がどのように運
営されているかを知っていただくために、
年 2回公表されるものです。
　ここでは、村予算の歳入歳出執行状況を
中心に、村有財産の状況などを公表します。
　今後とも村民の皆様の村政へのご理解と
ご協力をお願い致します。

（　　）内は執行率
平成27年度下半期　（３月末現在）の財政状況

簿家 計村 の城中

基金  2,017,420 千円
有価証  20,675 千円

土 地　310,355 ㎡  

建 物　44,589 ㎡　

■村有財産の状況
村の借金
5,373,675 千円

■特別会計予算執行状況

■水道事業の予算執行状況
（単位：千円）

会計名 予算現額 収入済額 支出済額 執行率

国民健康
保険事業

下水道
会　計
土地区画
整理会計

後期高齢
医療会計

汚水処理
施設管理

2,876,501
千円

2,916,958
千円

2,630,493
千円 91.4%

358,936
千円

361,855
千円

353,050
千円 98.4%

709,267 684,062 546,808 77.1%

125,199
千円

124,978
千円

114,749
千円 91.7%

4,902
千円

4,681
千円

3,195
千円 65.2%

予算額 収入済額 収入率
収益的収入 490,320 504,140 102.8%

資本的収入 14,501 14,500 100.0%

予算額 収入済額 収入率
収益的支出 446,867 441,270 98.7%

資本的支出 70,625 66.163 93.7%

農林水産費
予算現額
232,988 千円
支出済額
179,960 千円

商工費
予算現額

113,562

102,145

千円
支出済額

千円

（89.9%）

（77.2%）

総務費
予算現額

1,961,657 千円
支出済額 

  1,729,008 千円

衛生費
予算現額

777,216 千円
支出済額

750,574 千円 （96.6%）

（89.6%）

（88.1%）

民生費
予算現額

2,584,585 千円
支出済額

2,315,324 千円

議会費
予算現額

109,999 千円
支出済額

103,967 千円（94.5%）

教育費
予算現額

1,874,455 千円
支出済額

1,609,612 千円

土木費
予算現額
648,196 千円
支出済額
346,028 千円

（98.6%）

（53.4%）

（85.9%）

消防費
予算現額

246,078 千円
支出済額

242,641 千円

公債費
予算現額

557,928 千円
支出済額

557,628 千円

災害復旧費
予算現額

支出済額
   2

0

千円

千円

（99.9%）

（0.0%）

その他
予算現額
21,759千円
支出済額
3,849 千円

（17.7%）

9,128  ,425千円

7,940  ,736千円
（87.0%）

予算額

支出済額

一般会  計歳出 村 税
地 方 譲 与 税
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
株式等譲渡所得割交付金
地 方 消 費 税 交 付 金
ゴルフ場利用税交付金
自 動 車 取 得 税 交 付 金
地 方 特 例 交 付 金
地 方 交 付 金
交通安全対策特別交付金
分 担 金 及 び 負 担 金
使 用 料 及 び 手 数 料
国 庫 支 出 金
県 支 出 金
財 産 収 入
寄 付 金
繰 入 金
諸 収 入
繰 越 金
村 債

計
予 算 額
収 入 比 率
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　7月は『固定資産税　第2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ご協力をお願いします。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。
口座振替での納付が便利です！
　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
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。

※軽自動車税、固定資産税第1 期の納め忘れがないか、ご確認ください。

コンビニエンスストア
でも納付できます！
お仕事帰りなど、ご都合の
良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。）

保険税の納付期限は、普通徴収の方は月末です。特別徴収( 年金天引き) の方は年金受給月の15日に徴収します。

7月は『固定資産税　第2期』の納期です。国保加入者のみなさまへ

【お問い合わせ】　中城村役場　税務課　☎895-2131( 内 240～243)

【お問い合わせ】　中城村役場　健康保険課　☎ 895-2131( 内 251・252・256)

後期高齢者医療に加入の皆様へ

【お問い合わせ】　中城村役場　健康保険課　☎ 895-2131( 内 255)

税目 固定資産税 村県民税 軽自動車税期別
第 1 期 5 月 31日 6月 30 日
第 2 期 8 月 1 日 9月 30 日
第 3 期 12 月 26 日 11月 30 日
第 4 期 2 月 28 日 1月 31 日

5月 31 日

国民健康保険高齢受給者証をお持ちの方へ

国民健康保険限度額認定証を利用している方へ

特定疾病療養費受療証を利用している方へ

【お問い合わせ】　中城村役場　健康保険課　☎895-2131( 内 251・252)

　現在お持ちの国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の一部負担金の割合が変更になる方に
対して、更新の通知をしております。通知を受け取った方は、現在お持ちの保険証を持参のうえ、
健康保険課まで保険証更新にお越しください。
　8月からの病院での受診時は新しい保険証を提示することになります。
※一部負担金の割合に変更のない方には通知しませんので、お持ちの保険証をそのままお使いく
ださい。

　口座振替の方は、指定金融機関から毎月20日(土日、祝日の場合は翌営業日) に振替します。
口座振替をご希望される方は納税通知書の中にある申込用紙を金融機関窓口へ提出して下さい。
※振替状況は、通帳の記帳でご確認ください。

　平成28年8月から被保険者証が切り替わります。< 色（ピンク）は前回と変わりません>
有効期限は、「平成29年7月31日」となります。

　現在持っている認定証は、有効期限が平成28年7月31日までとなっています。8月以降も必要
な方は切り替えが必要です。ただし、適用区分（課税・非課税）の決定が8月のため、7月中に新しい
認定証を交付することが出来ません。必要な方は8月1日以降、健康保険課まで申請にお越し下さ
い。
◎注意
※世帯の中に住民税申告（確定申告）をしていない方がいる場合、自己負担限度額が高額になる場
合があります。
※保険税を滞納している場合、限度額認定証は交付できません。

※特定疾病療養受療証をお持ちの方は切替えが必要です。8月1 日以降に切替えをお願いします。
 切り替えが必要な方は申請が必要です！
 ★手続き場所 中城村役場　健康保険課(6番窓口）
 ★必要なもの ◆国民健康保険証　◆認印（シャチハタ印は不可）◆古い認定証または受療証
　 ( 同じ世帯にお住まいの方以外が手続きをする場合は委任状が必要です！)

●7 月から国保税の納付が始まります

●コンビニ収納について●課税限度額の変更について

徴収方法 4月 5月 6月 1月 2月 3月7月 8月 9月 10月 11月 12月
普通徴収 納付書・口振 1期
特別徴収 年金天引き 1期 2期 3期 4期 5期 6期

2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

口座振替の方・口座振替をご希望される方へ

　平成26年度からコンビニでも納付できるよう
になりました。納付書に記載されているコンビニ
でしたら、全国どこでも利用できます。仕事や用事
などで忙しい方は、ぜひご利用ください。
　従来どおり金融機関での窓口納付や口座振替に
よる納付も可能です。ご都合の良い納付方法をお
選び下さい。

◆新しい被保険者証は、7 月下旬までに郵送致します。
　（受取の際に署名が必要になりますので、不在の場合はポストに
投函しません。）
※届かない場合は、郵便局か村役場健康保険課までご連絡下さい。

◆被保険者証が届きましたら住所・氏名・一部負担金割合を確認
し、8 月からは医療機関の窓口に新しい被保険者証を提示して下
さい。

　この減額認定証は、入院・外来療養、調剤薬局での支払いを自己
負担限度額でとどめることができたり、入院時の食事代を減額す
ることができます。申請月の初日から適用となりますので、必要
な方は被保険者証と印鑑をご持参のうえ、窓口にて申請を行って
下さい。
　所得区分の判定により再申請のお手続きが不要な方について
は、負担区分低Ⅰ・低Ⅱ（入院歴なし）の減額認定証は、被保険者証
に同封してありますので、ご確認ください。

　平成28年度からの課税限度額が変更になり
ました。

変更前 変更後
医療分 52万円 54万円
支援分 17万円 19万円
介護分（40～ 64歳） 16万円 16万円

～　住民税非課税世帯の皆様へ　～
限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)

中城村字当間176番地
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となります。
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でも納付できます！
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良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。）

保険税の納付期限は、普通徴収の方は月末です。特別徴収( 年金天引き) の方は年金受給月の15日に徴収します。

7月は『固定資産税　第2期』の納期です。国保加入者のみなさまへ

【お問い合わせ】　中城村役場　税務課　☎895-2131( 内 240～243)

【お問い合わせ】　中城村役場　健康保険課　☎ 895-2131( 内 251・252・256)

後期高齢者医療に加入の皆様へ

【お問い合わせ】　中城村役場　健康保険課　☎ 895-2131( 内 255)
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第 1 期 5 月 31日 6月 30 日
第 2 期 8 月 1 日 9月 30 日
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5月 31 日

国民健康保険高齢受給者証をお持ちの方へ

国民健康保険限度額認定証を利用している方へ

特定疾病療養費受療証を利用している方へ

【お問い合わせ】　中城村役場　健康保険課　☎895-2131( 内 251・252)

　現在お持ちの国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の一部負担金の割合が変更になる方に
対して、更新の通知をしております。通知を受け取った方は、現在お持ちの保険証を持参のうえ、
健康保険課まで保険証更新にお越しください。
　8月からの病院での受診時は新しい保険証を提示することになります。
※一部負担金の割合に変更のない方には通知しませんので、お持ちの保険証をそのままお使いく
ださい。

　口座振替の方は、指定金融機関から毎月20日(土日、祝日の場合は翌営業日) に振替します。
口座振替をご希望される方は納税通知書の中にある申込用紙を金融機関窓口へ提出して下さい。
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徴収方法 4月 5月 6月 1月 2月 3月7月 8月 9月 10月 11月 12月
普通徴収 納付書・口振 1期
特別徴収 年金天引き 1期 2期 3期 4期 5期 6期

2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

口座振替の方・口座振替をご希望される方へ

　平成26年度からコンビニでも納付できるよう
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よる納付も可能です。ご都合の良い納付方法をお
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～　住民税非課税世帯の皆様へ　～
限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)

中城村字当間176番地
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村出身の芥川賞作家である大城立裕先生

むらむら
のの話題話題

TopicsTopics

　５月30日「ごさまるの日」に、護佐丸歴史資料図書
館開館記念セレモニーが開催されました。セレモ
ニーでは護佐丸太鼓による迫力ある演舞で幕を開け、
関係者らがテープカットを行い、新たなスタートを
祝いました。当日は開館を待ちわびた村民で賑わい、
「開館をずっと待っていたので嬉しい」といった喜び
の声が聞かれました。また、来賓としてお迎えした村
出身の芥川賞作家である大城立裕先生からは、「この
図書館が、読書や勉強に励む場として多くの方に活
用されると良いですね。」とお話しを頂きました。

護護護 佐丸歴史資料図書館がオープン！佐丸歴史資料図書館がオープン！佐丸歴史資料図書館がオープン！

　5月11日、中城ジュニアオーケストラより、熊本地震
への義援金449,385円の目録が日本赤十字社沖縄県支
部中城村分区長の浜田京介村長に渡されました。この
義援金は、5月8日に開催された母の日コンサートの入
場料全額と寄せられた募金によるものです。中城ジュ
ニアオーケストラ理事長の渡嘉敷眞整さんは、「音楽を
通して私達ができる事に取り組みました。少しでも被
災地の支援になればと思います。」と挨拶しました。

ジジジ　ュニアオーケストラが
　　演奏会の入場料を寄付 
　ュニアオーケストラが
　　演奏会の入場料を寄付 

高高高良倉吉氏による講演会良倉吉氏による講演会良倉吉氏による講演会
　6月6日、護佐丸歴史資料図書館開館記念事業とし
て、琉球大学名誉教授の高良倉吉氏による講演会
「中城村の歴史と護佐丸」が開催されました。高良倉
吉氏は護佐丸が生きた時代、中城城跡の石積みから
見る護佐丸の人物像などについて語られ、会場を訪
れた約500名の来場者は、貴重な講話に熱心に聞き
入っていました。

　南上原自治会が、組踊等の伝統芸能の演舞指導を
通して少年の健全育成に貢献したとして、宜野湾警
察署、宜野湾地区少年補導員協議会より表彰を受け
ました。5月19日、受賞報告のため村長を表敬訪問
し、南上原自治会長の富島初子さんは、「地域では初
めての表彰だそうで、受賞を励みに今後も活動に力
を入れて頑張りたい」と受賞の喜びを話しました。

飲飲飲酒運転根絶を目指す！酒運転根絶を目指す！酒運転根絶を目指す！
　5月19日、宜野湾警察署で、宜野湾警察署と宜野湾
市、中城村による「飲酒運転根絶に向けた協働行動
に関する覚書の締結式」が行われました。覚書の締
結は2市村と警察が協働して各種施策に取り組み飲
酒運転の根絶を目指すもので、調印を行った浜田京
介村長は、「情報共有という意味でも、警察署、宜野
湾市と連携を取りながら同じ目的に向かって頑張
りたい」と挨拶しました。

人人人 権啓発活動が行われました！
　6月1日の「人権擁護委員の日」にちなみ、6月8日、
中城村役場で人権擁護委員が人権啓発活動を行いま
した。この活動は、住民の困りごとや悩みごとの相談
に応じるなど，地域で人権擁護活動を行っていること
を周知するとともに，人権に関する理解を深めてもら
うことを目的としています。人権擁護委員が声かけと
ともに啓発グッズのタオルを配ると、多くの人が足を
止め人権擁護委員の話に関心を寄せていました。

南南南上原自治会が表彰されました！上原自治会が表彰されました！上原自治会が表彰されました！

　ュニアオーケストラが
　　演奏会の入場料を寄付 

権啓発活動が行われました！権啓発活動が行われました！

パパパ
　5月20日、吉の浦会館で、第47回中城村老人クラブ大
会並びに第44回レクリエーション大会が開催されまし
た。「健康増進と親睦を深め、地域・社会に貢献しよう！」
をスローガンに会員約270名が参加し、老人福祉事業に
功績のあった個人8名と2団体が表彰されました。また、
レクリエーション大会では、各地区のサークル、クラブ
が踊りやカラオケなどバラエティに富んだ演目を披露
し、会場はお年寄りの笑顔とパワーに溢れていました。

ワー溢れる老人クラブ大会！ワー溢れる老人クラブ大会！ワー溢れる老人クラブ大会！
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　今までは30歳未満の方（学生を除く）で、本人、配偶者(別居中の配偶者を含む)それぞれの
前年等の所得が一定以下（全額免除の所得基準と同じ）の場合に、申請により保険料の納付が
猶予されましたが、平成28年度7月より対象年齢が50歳未満に引き上げられました。

【お問い合わせ】　中城村役場　住民生活課　☎895-1737(直通)

健康保険課　☎ 895-2131

内内 おお らら せせ案案 知知 月8 健 康 カ レ ン ダ ー
こどもの健診 実施場所：吉の浦会館
1歳6ヶ月検診
8月4日（木）

対象年齢 H26.12.10～H27.2.4
受付時間 13:30～14:30

ふれあい事業 実施場所：各公民館
8月  8日（月）
8月  9日（火）
8月10日（水）
8月14日（日）
8月18日（木）

●和宇慶・登又
●浜・南上原
●北浜・久場
●新　　垣
●奥　　間

8月19日（金）
8月22日（月）
8月23日（火）
8月25日（木）

●当　間
●津　覇
●北上原・泊
●伊舎堂

おとなの健診
集 団 健 診

乳幼児健診
8月5日（金）

対 象 者 経過観察者・未受診者
受付時間 13：00～14：00

3歳児健診
8月25日（木）

対象年齢 H25.1.15～H25.2.25
受付時間 13：30～14：30

離乳食実習
8月18日（木）

対象年齢 H28.3.31～H28.5.18
受付時間 13：15～13：45

※(　)内は前月との比較

中城村の人口　平成28年5月末現在
人　口
　男
　女
世帯数

19,926人
10,001人
9,925人
7,888世帯

（＋54）
（＋21）
（＋33）
（＋47）

受付時間 8：30～11：00

8月19日（金）

8月28日（日）

対象地区 津覇・浜
実施場所 吉の浦会館

対象地区 平日受診出来ない方
実施場所 吉の浦会館

※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。詳しくは各自治会までお問い合わせください。

8月カレンダー
◆なかよし児童館　(☎988-0156)

つくってみよう会 
「すてきな貝がらアート」

●8月4日(木)午後1時～3時
●定員5名　●参加費50円

マッスルスクール
●8月24日(水) 午前10時～12時
●定員20名　参加費100円

書道教室
●8月19日(金) 午前10時～12時
●定員10名　●参加費50円
持ち物：習字道具

なかよし映画館
●8月20日(土) 午前10時～12時
※当日受付OK!!
※上映中は他の遊びはできません。

◆地域子育て支援センター(ごさまる) (☎988-0134)
水あそび

合同企画　★やきそばパーティー★
●8月26日（金）　午前9時30分～12時
●参加費100円　●定員5組(児童館は15名)
※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。
※申し込みは来所にて受け付けております。 ※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。

※申し込みは来所にて受け付けております。

【公共下水道供用開始地区】

(注1)保険料を納めた場合と比べて、受け取る年金額が少なくなります。
全額免除の場合・・2分の1　　4分の3免除の場合・・8分の5
半額免除の場合・・4分の3　　4分の1免除の場合・・8分の7

(注2)一部免除については、減額された保険料を納めないと「未納」と
同等の扱いとなります。

国民年金保険料納付猶予の
対象年齢が引き上げられました。

＜全額免除となる所得の目安＞・・（扶養親族の数＋1）×35万円＋22万円

◆「納付・全額免除・一部免除・納付猶予」と「未納」の違い

納付 全額免除 一部免除 納付猶予
(学生納付特例) 未納

老齢・障害・
遺族基礎年
金の受給資
格期間に・・・

含まれる 含まれる
含まれる
(注2) 含まれる 含まれない

老齢基礎年
金額の計算
に・・ 含まれる 含まれる(注1) 含まれる

(注1、2) 含まれない 含まれない

●8月5日・12日・19日(金)・25日(木) 
　午前9時30分～11時30分
●持ち物 水着、水遊び用オムツ、タオル、着替え、飲み物
※要ぎょう虫検査

アロマ虫よけスプレー作り
●8月24日(水)午後1時～午後2時
●定員10名　●参加費100円

土

６
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日

７
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16
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　今までは30歳未満の方（学生を除く）で、本人、配偶者(別居中の配偶者を含む)それぞれの
前年等の所得が一定以下（全額免除の所得基準と同じ）の場合に、申請により保険料の納付が
猶予されましたが、平成28年度7月より対象年齢が50歳未満に引き上げられました。

【お問い合わせ】　中城村役場　住民生活課　☎895-1737(直通)

健康保険課　☎ 895-2131

内内 おお らら せせ案案 知知 月8 健 康 カ レ ン ダ ー
こどもの健診 実施場所：吉の浦会館
1歳6ヶ月検診
8月4日（木）

対象年齢 H26.12.10～H27.2.4
受付時間 13:30～14:30

ふれあい事業 実施場所：各公民館
8月  8日（月）
8月  9日（火）
8月10日（水）
8月14日（日）
8月18日（木）

●和宇慶・登又
●浜・南上原
●北浜・久場
●新　　垣
●奥　　間

8月19日（金）
8月22日（月）
8月23日（火）
8月25日（木）

●当　間
●津　覇
●北上原・泊
●伊舎堂

おとなの健診
集 団 健 診

乳幼児健診
8月5日（金）

対 象 者 経過観察者・未受診者
受付時間 13：00～14：00

3歳児健診
8月25日（木）

対象年齢 H25.1.15～H25.2.25
受付時間 13：30～14：30

離乳食実習
8月18日（木）

対象年齢 H28.3.31～H28.5.18
受付時間 13：15～13：45

※(　)内は前月との比較

中城村の人口　平成28年5月末現在
人　口
　男
　女
世帯数

19,926人
10,001人
9,925人
7,888世帯

（＋54）
（＋21）
（＋33）
（＋47）

受付時間 8：30～11：00

8月19日（金）

8月28日（日）

対象地区 津覇・浜
実施場所 吉の浦会館

対象地区 平日受診出来ない方
実施場所 吉の浦会館

※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。詳しくは各自治会までお問い合わせください。

8月カレンダー
◆なかよし児童館　(☎988-0156)

つくってみよう会 
「すてきな貝がらアート」

●8月4日(木)午後1時～3時
●定員5名　●参加費50円

マッスルスクール
●8月24日(水) 午前10時～12時
●定員20名　参加費100円

書道教室
●8月19日(金) 午前10時～12時
●定員10名　●参加費50円
持ち物：習字道具

なかよし映画館
●8月20日(土) 午前10時～12時
※当日受付OK!!
※上映中は他の遊びはできません。

◆地域子育て支援センター(ごさまる) (☎988-0134)
水あそび

合同企画　★やきそばパーティー★
●8月26日（金）　午前9時30分～12時
●参加費100円　●定員5組(児童館は15名)
※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。
※申し込みは来所にて受け付けております。 ※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。

※申し込みは来所にて受け付けております。

【公共下水道供用開始地区】

(注1)保険料を納めた場合と比べて、受け取る年金額が少なくなります。
全額免除の場合・・2分の1　　4分の3免除の場合・・8分の5
半額免除の場合・・4分の3　　4分の1免除の場合・・8分の7

(注2)一部免除については、減額された保険料を納めないと「未納」と
同等の扱いとなります。

国民年金保険料納付猶予の
対象年齢が引き上げられました。

＜全額免除となる所得の目安＞・・（扶養親族の数＋1）×35万円＋22万円

◆「納付・全額免除・一部免除・納付猶予」と「未納」の違い

納付 全額免除 一部免除 納付猶予
(学生納付特例) 未納

老齢・障害・
遺族基礎年
金の受給資
格期間に・・・

含まれる 含まれる
含まれる
(注2) 含まれる 含まれない

老齢基礎年
金額の計算
に・・ 含まれる 含まれる(注1) 含まれる

(注1、2) 含まれない 含まれない

●8月5日・12日・19日(金)・25日(木) 
　午前9時30分～11時30分
●持ち物 水着、水遊び用オムツ、タオル、着替え、飲み物
※要ぎょう虫検査

アロマ虫よけスプレー作り
●8月24日(水)午後1時～午後2時
●定員10名　●参加費100円
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雇用支援施策相談事業のお知らせ 沖縄県立美咲特別支援学校
はなさき分校小学部

学校見学・体験学習案内のお知らせ

県内路線バス
回数券の取り扱いについて

内内 おお らら せせ案案 知知

　沖縄県では事業主支援事業として雇用に関す
る助成金等の雇用支援制度について皆様に広く
知ってもらい、活用できるように無料相談窓口
の設置、巡回相談、セミナー、電話相談を行って
います。
　新規雇入れ、創業・事業拡大、従業員の訓練、高
年齢者・障がい者雇用、育児・介護労働者の雇用
改善等さまざまな支援制度についてのお問い合
わせに社会保険労務士が対応いたします。お気
軽にご利用ください。
◆対象　事業主・創業予定者
◆窓口対応　午前9時～午後5時

　4月1日から使用停止となった県内路線バス回数券の取
扱いにつきましては、以下のとおりとなります。
◆現金での払い戻しにつきましては、平成28年6月30日
　(木)までです。
◆回数券OKICAへのチャージは、平成29年3月31日(金)
　までとなります。
※詳しい内容については下記までお問い合わせ下さい。
※村が運営する護佐丸バスではありませんので、ご注意下
　さい。

【お問い合わせ】　
グッジョブ相談ステーション　☎941-2044

　7月は県産品奨励月間です。今年度は、県産品
のすばらしさをPRするため、『じょうとーむん　
使うよろこび　県産品』の標語のもと、県産品の
使用奨励に関する広報キャンペーンや各種事業
を実施してまいります。
　皆様には、本月間を契機に、今一度県産品の良
さを認識され、これまで以上に愛用していただ
くようお願い申し上げます。
　詳細につきましては、下記までお問い合わせ
ください。

【お問い合わせ】　
沖縄県商工労働部ものづくり振興課
☎866-2337
(公社)沖縄県工業連合会
☎859-6191

　沖縄県立美咲特別支援学校はなさき分校小学
部では、知的発達の遅れや情緒の安定に困難さ
がみられる幼児・児童を対象に、学校見学・体験
学習・学校紹介を下記の通り行います。
　なお、当日は保護者同伴での参加となります。
【期　日】
平成28年9月20日(火)・21日(水）
（上記のうち、いずれか1日を選んで下さい）
【場　所】
美咲特別支援学校はなさき分校小学部（1階）
沖縄県中頭郡北中城村屋宜原415番地
【受付期間】
平成28年8月1日(月)～8月15日(月)
※締切厳守
【対　象】
◆知的発達の遅れや情緒の安定に困難さがみら
れる幼児・児童
◆転入学を検討している児童と保護者
◆関係職員（担任、保育士、保健師、福祉施設職員等）
【学校見学】
◆日程
　9時～9時15分･･･受付
　9時15分～9時45分 ･･･学校見学
　9時45分～10時30分･･･体験学習（授業）
　10時40分～11時30分･･･学校紹介・質疑
◆申込方法
学校見学・体験学習には申込みが必要です。
申込み、お問い合わせについては下記までお
問い合わせください。

【お問い合わせ】　
沖縄県立美咲特別支援学校はなさき分校
☎989-0192

【お問い合わせ】
㈱琉球バス交通☎852-2510　那覇バス㈱☎852-2500
沖縄バス㈱　　☎862-6737　東陽バス㈱☎947-1040

ご寄附誠にありがとうございます。

人材育成基金へ
寄付がありました。

平成28年度実施  中城北中城消防組合
職員採用試験のお知らせ

2016年県産品奨励月間のお知らせ
「じょうとーむん使うよろこび県産品」

平成28年9月4日(日)
午前9時開会式  午前9時30分競技開始
※予備日　平成28年9月11日(日)
平成28年8月4日(木)
吉の浦公園　ごさまる陸上競技場

【 日 時 】

【申込締切】
【 場 所 】
【お問い合わせ】　
中城村体育協会(中城村民体育館内)
☎895-3707

第61回中城村陸上競技大会のお知らせ

【職種区分】
（1）救急救命士　（2）初級　（3）中級　（4）上級
【受験資格】
（1）救急救命士有資格者
（平成元年4月2日以後に出生した者）

（2）学校教育法による高等学校卒業者
（平成29年3月31日までに卒業見込みの者を含む）
平成元年4月2日以後に出生した者

（3）学校教育法による短期大学卒業者
（平成29年3月31日までに卒業見込みの者を含む）
平成元年4月2日以後に出生した者

（4）学校教育法による4年制大学卒業者又は同
等の学力を有する者（平成29年3月31日ま
でに卒業見込みの者を含む）
平成元年4月2日以後に出生した者

【共通事項】
◆平成28年4月1日現在中城村、北中城村に住
民登録がされ、引き続き住所を有する者、若し
くは学業等の事由により一時的に住所を他に
移転している者又は本籍を有する者

◆両眼で0.8以上（矯正視力含む）で色覚正常者
◆普通自動車第一種運転免許取得者又は平成
30 年4月1日までに免許取得が可能な者

【試験日】
◆一次試験( 一般教養試験・消防適性検査)
　平成28年9月18日（日）午前10時開始
　(体力検査は同日午後2時開始)
◆二次試験（口述試験）
　平成28年10月23日（日）午後9時開始
【願書配布】
平成28年8月1日（月）～12日（金）※平日
【受付】
平成28年8月8日（月）～12日（金）※平日
詳しい内容は下記までお問い合わせ下さい。

【お問い合わせ】
中城北中城消防本部 総務課　☎ 935-4748

●1人目　株式会社　オキジム
　代表取締役副社長　新垣　弘行　様より
　　　　　　　　　　　　   　  100,000円
●2人目　株式会社　東江建設
　代表取締役社長　東江　丈二　様より
　　　　　　　　　　　　  　　100,000円
●3人目　金城重機　株式会社
　代表取締役　金城　勉　様より
　　　　　　　　　　　　   　  300,000円
●5人目　株式会社　基土木
　代表取締役　仲宗根　勇　様より
　　　　　　　　　　　　   　  100,000円

平成28年4月19日

（写真左より）

支援員を募集しています

【仕事の内容】
子どもの居場所づくり運営事業に係る児童生徒
の送迎、食事の提供、生活指導や日報作成等
【場　所】なかよし児童館・支援センター
【時　間】　
(1)午後2時～午後8時
(2)午前9時30分～午後3時30分
月～金曜日は(1)土曜日・学校が長期の休み(夏
休み等)は(1)(2)の交代制※週に4～6日
【休日】
日曜日・祝祭日・年末年始・慰霊の日・児童館が休
館のとき※休日は相談に応じます。
【賃　金】時給825～903円（日給4,950～5,418円）
【保健等】雇用保険
【お問い合わせ】
中城村教育委員会　生涯学習課　☎895-3707

平成28年度実施中城村職員採用候補者試験のお知らせ

【区　　　分】　一般職、現業職（調理）、総合職
【試験日程】　一次試験　平成28年9月18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28年8月1日(月)～
【受付期間】　平成28年8月8日（月）～8月19日（金）
【受験資格】　昭和57年4月2日以降に生まれた者
【採用人数】　若干名

【お問い合わせ】
中城村役場　総務課　☎895-2131（内211）

【お問い合わせ】

お子さんから、大人の方まで学んでいます。

5801 5803

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5月10日

●1人目　有限会社 琉測コンサルタント
　代表取締役　横田 永人　様より　30,000円
●2人目　有限会社 パブリックコンサルタンツ
　代表取締役　名嘉 安嗣　様より　30,000円
●4人目　有限会社 新技術開発
　代表取締役　諸見里 清　様より　30,000円

●調和工業九州株式会社
　代表取締役　安田 治樹　様より 100,000円

（写真左より）

平成28年6月16日
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雇用支援施策相談事業のお知らせ 沖縄県立美咲特別支援学校
はなさき分校小学部

学校見学・体験学習案内のお知らせ

県内路線バス
回数券の取り扱いについて

内内 おお らら せせ案案 知知

　沖縄県では事業主支援事業として雇用に関す
る助成金等の雇用支援制度について皆様に広く
知ってもらい、活用できるように無料相談窓口
の設置、巡回相談、セミナー、電話相談を行って
います。
　新規雇入れ、創業・事業拡大、従業員の訓練、高
年齢者・障がい者雇用、育児・介護労働者の雇用
改善等さまざまな支援制度についてのお問い合
わせに社会保険労務士が対応いたします。お気
軽にご利用ください。
◆対象　事業主・創業予定者
◆窓口対応　午前9時～午後5時

　4月1日から使用停止となった県内路線バス回数券の取
扱いにつきましては、以下のとおりとなります。
◆現金での払い戻しにつきましては、平成28年6月30日
　(木)までです。
◆回数券OKICAへのチャージは、平成29年3月31日(金)
　までとなります。
※詳しい内容については下記までお問い合わせ下さい。
※村が運営する護佐丸バスではありませんので、ご注意下
　さい。

【お問い合わせ】　
グッジョブ相談ステーション　☎941-2044

　7月は県産品奨励月間です。今年度は、県産品
のすばらしさをPRするため、『じょうとーむん　
使うよろこび　県産品』の標語のもと、県産品の
使用奨励に関する広報キャンペーンや各種事業
を実施してまいります。
　皆様には、本月間を契機に、今一度県産品の良
さを認識され、これまで以上に愛用していただ
くようお願い申し上げます。
　詳細につきましては、下記までお問い合わせ
ください。

【お問い合わせ】　
沖縄県商工労働部ものづくり振興課
☎866-2337
(公社)沖縄県工業連合会
☎859-6191

　沖縄県立美咲特別支援学校はなさき分校小学
部では、知的発達の遅れや情緒の安定に困難さ
がみられる幼児・児童を対象に、学校見学・体験
学習・学校紹介を下記の通り行います。
　なお、当日は保護者同伴での参加となります。
【期　日】
平成28年9月20日(火)・21日(水）
（上記のうち、いずれか1日を選んで下さい）
【場　所】
美咲特別支援学校はなさき分校小学部（1階）
沖縄県中頭郡北中城村屋宜原415番地
【受付期間】
平成28年8月1日(月)～8月15日(月)
※締切厳守
【対　象】
◆知的発達の遅れや情緒の安定に困難さがみら
れる幼児・児童
◆転入学を検討している児童と保護者
◆関係職員（担任、保育士、保健師、福祉施設職員等）
【学校見学】
◆日程
　9時～9時15分･･･受付
　9時15分～9時45分 ･･･学校見学
　9時45分～10時30分･･･体験学習（授業）
　10時40分～11時30分･･･学校紹介・質疑
◆申込方法
学校見学・体験学習には申込みが必要です。
申込み、お問い合わせについては下記までお
問い合わせください。

【お問い合わせ】　
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沖縄バス㈱　　☎862-6737　東陽バス㈱☎947-1040

ご寄附誠にありがとうございます。

人材育成基金へ
寄付がありました。

平成28年度実施  中城北中城消防組合
職員採用試験のお知らせ

2016年県産品奨励月間のお知らせ
「じょうとーむん使うよろこび県産品」

平成28年9月4日(日)
午前9時開会式  午前9時30分競技開始
※予備日　平成28年9月11日(日)
平成28年8月4日(木)
吉の浦公園　ごさまる陸上競技場

【 日 時 】

【申込締切】
【 場 所 】
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☎895-3707

第61回中城村陸上競技大会のお知らせ

【職種区分】
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（写真左より）
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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。
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平成28年6月16日
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受講生募集のお知らせ

平成28年緑の募金にご協力いただき、
ありがとうございました！！

【お問い合わせ】
吉の浦総合スポーツクラブ事務局
（中城村民体育館内）☎ 895-3707

青い羽根募金について

【お問い合わせ】
琉球水難救済会　
☎868-5940

【お問い合わせ】
中城村役場　農林水産課
☎895-2131（内313）

中小企業組合制度のお知らせ

【お問い合わせ】　
沖縄県中小企業団体中央会　
☎860-2525

内内 おお らら せせ案案 知知
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ヘルプロ 信通
わたしたちが母子保健推進員です！

現在、各地域で活躍中の19名の母子保健推進員の方を紹介します。 

與儀園子
（伊集・和宇慶・北浜・南浜）

玉那覇秋
（津覇・浜）

新垣恵子
（安里）

下地はるみ
（当間）

比嘉睦子
（添石・伊舎堂）

比嘉邦子
（久場）

屋良春美
（登又）

伊佐博子
（新垣）

桃原由美子
（北上原）

宮城洋子
（南上原）

古堅興子
（南上原）

宮城千夏
（南上原）

中島亜紀
（南上原）

新垣敬子
（中城団地）

前大則子
（サンヒルズ）

山城小百合
（奥間・浜）

知名幸子
（泊）

島袋マサ子
（登又）

前田敏子
（中城第2団地）

　中城村では、昭和50年に母子保健推進員を設置し、現在19名の推進員が活動し
ています。推進員の活動として、乳幼児健診のお手伝いや、訪問活動・定例会や研
修会への参加・母子保健事業に関することを行っています。
　平成20年からは、生後4ヶ月までの赤ちゃんのいる家庭を対象に、担当地区内
の母子保健推進員による「こんにちは赤ちゃん事業」を実施しています。
　育児をしていて、困った事、気になる事がありましたら、訪問の際にお気軽に相
談して下さい。母子保健推進員の活動に対し、みなさまのご理解とご協力のほど
よろしくお願いします。

母子保健推進員を募集しています！母子保健推進員を募集しています！母子保健推進員を募集しています！
《募 集 人 数》
若干名

《募 集 期 間》
随　時

《任　　　期》
                     平成30年3月31日まで
※その後更新あり

《業務内容》
①各種母子保健施策の紹介
②各種母子保健事業のお手伝い
③訪問活動
④定例会や研修会への
   参加など

【お問い合わせ】中城村役場　健康保険課　健康増進係　☎895-2131( 内 254)

　毎年、海の日を中心に、7月1日から8月31日ま
で「青い羽根募金」の強調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
をよろしくお願い
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

【日　程】
8月24日から9 月21日(毎週水曜日) 全5回
午後7時30分 ～ 午後9時20分
【場　所】
吉の浦会館（多目的ホール）
【受講料】
2,500円(保険料込)
【申込締切】
8月21日(日)午後5時
(定員に達した場合、
    受付終了となります。)
【対　象】
定員　大人20名  ※運動制限のない方
【講　師】
幸地　勲
2004年　琉球新報杯スタンダードの部優勝
2005年　琉球新報杯スタンダードの部優勝
2005年　川平朝申ラテンの部優勝

　沖縄県は99％以上が中小企業で占められて
います。特に本県の場合、零細企業が多く厳しい
経営状況にある中小企業が多いのが実情です。
一人一人の力は弱くても、他社と連携し組合を
設立することで協同の力を持つことが出来れ
ば、この厳しい状況を乗り越え、競争に打ち勝つ
ことも可能です。
　また近年は、学生や主婦等の個人が、創業や雇
用機会の確保を目的として設立する企業組合制
度も注目されています。あなたも中小企業組合
を設立してみませんか？組合を設立したいと考
えている方は下記までお気軽にご相談下さい。

　平成28年2月1日～4月30日までの期間に実施
しておりました緑の募金につきましては、皆様の
ご協力を承り誠にありがとうございました。
　皆様からお寄せいただきました募金につきま
しては、戸別募金・職場募金・企業募金を含めまし
て、以下のとおり沖縄県緑化推進委員会へ送金し
ましたのでご報告致します。
　お陰様を持ちまして、多くの方々にご理解とご
賛同を頂き、本支部で合計840,450円の募金を寄
せていただくことができました。
　本支部割り当ての交付金は、村内各保育園・幼
稚園・小中学校の緑化及び草花の栽培、村内公共
施設の緑化等に活用させていただきます。
　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。
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中城の栄 養 士 だ よ り No58 管理栄養士：宮城

　7月に入り、夏本番を迎えましたね。今月は暑い夏を元気に過ごす為に、スタミナ肉料理を紹
介したいと思います。
　豚肉にはビタミンＢ１、大葉にはβーカロテンやビタミンＥ、レモン汁にはクエン酸やビタミ
ンＣが多く含まれ、疲労回復や体力維持に役立ちます。暑くて少し食欲が無い人でも大葉の香り
とレモンの風味でさっぱりいただけます。

今月の

材料（2人分）

栄養価　《1人分》
エネルギー：320kcal
食塩相当量：1．2ｇ

豚肉
にんじん
キャベツ
玉ねぎ
ねぎ
大葉
油
★味噌
★砂糖
★みりん
★酒
★レモン汁

150g
1/2 個
1/4 個
1/2 個
1本
10枚
適量
大さじ 1
大さじ 1
大さじ 1
大さじ 1
大さじ 1

び～
ん

び～
ん

いっぺーまーさい品いっぺーまーさい品
【作り方】
①豚肉・人参・キャベツ・玉ねぎ・ネギ・
　大葉を適当な大きさに切る。
②★の調味料を合わせてレモン味噌だ
　れを作る。
③フライパンに適量の油をしいて豚肉
　から炒める。豚肉に火が通ったら、
　人参、キャベツ、玉ねぎ、ネギ、　
　大葉の順番に入れてさらに炒める。
④②で作ったレモン味噌だれを絡めて
　さっと炒めたら完成。

【作り方】
①豚肉・人参・キャベツ・玉ねぎ・ネギ・
　大葉を適当な大きさに切る。
②★の調味料を合わせてレモン味噌だ
　れを作る。
③フライパンに適量の油をしいて豚肉
　から炒める。豚肉に火が通ったら、
　人参、キャベツ、玉ねぎ、ネギ、　
　大葉の順番に入れてさらに炒める。
④②で作ったレモン味噌だれを絡めて
　さっと炒めたら完成。

平成 28年度  いっぺーまーさん栄養教室
血圧下げ隊！隊員大募集
栄養士直伝！　 自力で血圧を下げるコツ♪

※参加条件があります※
詳しい内容や日程については下記までお問い合
わせ下さい
中城村役場　健康保険課 895-2131（内線
253）　宮城・安里

平成 28年度実施中城村職員採用候補者試験のお知らせ

【試 験 日 程】　一次試験　平成 28年 9月 18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 28年 8月 1日（月）～
(中城村役場総務課窓口及び中城村役場ホームページよりダウンロードして下さい。)
【受 付 期 間】　平成 28年 8月 8日（月）～ 8月19日（金）
(中城村役場総務課窓口にて受付、郵送による受付は行っておりません。)
【採 用 人 数】　若干名

【お問い合わせ】
中城村役場　総務課　☎895-2131（内 211）

あなたの熱意
待ってます！

中城村役場では、平成 29年 4月採用に向け下記日程で採用試験の実施を予定しています。

※採用職種・受験資格等につきましては、
　平成28年7月中旬に中城村役場ホームページに
　掲載を予定しております。


