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中城人！
！

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！今回は当間の魅力・活力について当間
自治会長である比嘉三雄さんにお話しを伺いました。

▲当間の綱引き

世帯数：328
人

口：842

(平成29年1月末現在)

当間自治会長

ヒ ガ

比嘉

ミツ オ

三雄さん

村の主要施設の多くが当間
に位置しており、代表的な伝統
行事に綱引きがある。7年に1
度の大綱引は注目される。

100年以上の長い歴史を持つ当間の綱引き。
「綱は2ヶ月ぐらいかけて編みますよ、ベテラン
がその場で大きさを相談しながら編んでいき
ます。綱引きの当日に、綱と綱をつなぐカヌチ
棒を指す瞬間はちむさわぎしますね。うまくい
かないとカヌチ棒がぐるぐる回って綱引きが
失敗してしまう。怖い瞬間でもあるし、綱引き
がはじまるダイナミックな瞬間でもあります。
今年は7年に1回の大綱引き（マールジナ）の年
で、通常よりも大きな綱で、当日は道ジュネー
もあるので見応えありです！今はどこの集落
もそうだろうけど、伝統行事は後継者が不足し
ています。綱引きは誰でも参加可能だし、見る
だけでも良いので地域の人達に当間の綱引き
をもっと楽しんでもらえたらありがたいです。
当間が発展することが願いですので、綱引きを
きっかけに皆が一致団結してもらえたらと思
います。」とお話しを頂きました。

オロク

サツキ

小禄 さつきさん
県内でも珍しい女性の板金塗装職人である小禄
さん。
「若い時に、ぶつけた車を直すのを見て、自分
でも直せたらいいなと思いました。未経験でした
が20歳の時に本土に行って、雇ってくれるところ
を探したんです。最初はひたすら先輩の作業を見
て、技を盗んで、そこからはもう修行ですね。女性
だからという理由で周りから、どうせやめるだろ
うっていう言葉がきつい時もありました。でも私
は板金塗装が好きだし、自分の塗装に自信を持っ
ているんです。」と話す小禄さん。
作業中に汚れや匂いが気になったりしますかと
尋ねると、
「全く気になりません。」とはっきり。
「で
も、強い薬剤を使うので、子どもを産んだ後は、子
どもへの影響を考えて別の仕事に就いたこともあ
りました。だけど、どの仕事もあわなくて。私はや
っぱり板金塗装だと思って復帰しました。これか
ら体が動く限り板金塗装を続けて、若い人に教え
ていけたらと思いますね。」これまでの悔しい気持
ちや根気がいるであろうことを明るく笑顔で話す
小禄さんの姿に、本当に板金塗装が好きなんだな
ぁという強い思いと、芯の強さを感じました。
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私たちが中城村民生委員・児童委員です！
民生委員・児童委員は、民生委員法と児童福祉法に基づき、厚生労働大臣からの委嘱を受け、社会福
祉を推進するため活動する、
身近な相談・支援のボランティアです。
一定の区域を担当し、支援が必要な人々に対して、必要に応じた福祉サービス等の情報提供を行う
とともに、
地域福祉を推進する活動に参加しながら、
地域に密着し相談・支援に取り組んでいます。
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【お問い合わせ】
中城村役場 福祉課
☎895-1738 (直通)

国民健康保険加入者の方へ
３月は国民健康保険被保険者証の切替え時期です！
平成29年度の被保険者証の色はコスモス色です。古い保険証は期限を過ぎますとご使用に
なれませんのでご注意ください。

保険証切替えの流れ
平成29年2月28日までに
保険税を完納している

はい

いいえ
平成29年3月1日以降に
保険税を完納している

はい

いいえ
保険税がまだ残っている

はい

平成29年3月31日までに、新年度の被保険者証を簡易書留
で郵送いたしますので受取りをお願いします。古い保険証は
期限を過ぎると使用できませんので、中城村役場健康保険課
6番窓口へお持ちいただくか、ご自身で破棄してください。
窓口で切替えとなりますので、平成29年3月17日（金）から
平成29年3月31日（金）までに下記の必要なものを持参し、
中城村役場健康保険課6番窓口へお越しください。また、郵
送での切替えはできませんのでご了承ください。
窓口にて、未納分をすべて納付いただいた後に窓口で切替え
いたします。また、完納が困難な場合は納付相談を行ってお
りますので、放置せず早めにご来庁ください。

保険証窓口切替え世帯について
［対象世帯］
● 国保税に未納がある世帯
● 2月に加入者などの変更があった世帯
例

2月に国保加入した方がいる世帯、
2月から40歳になる方がいる世帯
2月に所得の変更があった世帯など

［切替え期間］
平成29年3月17日（金）から31日（金）（土・日・祝日を除く）
午前8時30分から午後5時15分まで （正午から午後１時を除く）
［必要なもの］
① 現在お持ちの保険証、又は「切替えお知らせはがき」
② 来庁される方の顔写真付き身分証明書（免許証など）
③ 国保税の領収書
（平成29年3月1日以降に納付した場合、確認が必要なため領収書を持参ください）
※ 受取りは世帯の代表の方がまとめておこなってください。別世帯、未成年の方の場合は
委任状が必要です。

【お問い合わせ】 中城村役場

健康保険課

895-2131（内252）
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平成 29 年 4 月 3 日から
パスホート申請窓口が開設されます
平成29年4月3日から、村役場住民生活課窓口にてパスポートの申請、受け取りができるよ
うになります。対象は、中城村に住民登録をされている方、もしくは居所がある方です。

申請受付時間

午前8時30分から午後4時 （正午から午後1時の昼休みを除く）

旅券受取時間

午前8時30分から午後5時 （正午から午後1時の昼休みを除く）
※土日祝日、年末年始、慰霊の日（6月23日）は休み
申請に必要なもの

（1）一般旅券発給申請書（5年、10年）
20歳未満の方は、5年旅券のみです。
20歳以上の方は、5年旅券又は10年旅券を選べます。
（2）戸籍（謄）抄本（発行から6ヵ月以内）
申請者本人のもの。未成年者、または家族で申請する場合は謄本をお持ち下さい。
有効期限内の切り替え申請の方で、
氏名・本籍地の都道府県に変更がなければ省略できます。
（3）写真（撮影から6ヵ月以内）
ふちなしで縦4.5ｃｍ×横3.5ｃｍ、無帽、無背景で正面を向いて撮影されたもの。
顔の寸法が頭頂から顎まで34mm±2mmのもの。
※ 写真は規格が厳しくなっており、規格に合わない場合は、撮り直しをお願いすること
があります。
（4）本人確認の書類（原本で期限が有効なもの）
下表のAは1点のみで可。Aの書類がない場合はBを2点、またはB＋Cの2点をを提出。
（Ｂの2点は不可）
パスポート、運転免許証、マイナンバーカード、住基カード（写真付）、
船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引士証、
電気工事士免状、無線従事者免許証、身体障害者手帳 (写真貼替え防
止がされているもの）、戦傷病者手帳、官公庁職員身分証明書（写真
付）、運転経歴証明書（平成24年4月1日以降交付のもの）

A 1点確認

2点確認

Bを2点または
B＋C
(C 2点は不可)

B

健康保険証（健保・国保・船員・共済）、後期高齢者医療保険者証、
介護保険被保険者証、公的年金手帳・証書（国民・厚生・船員保険・共
済）
、恩給証書、印鑑登録証明書 (実印持参）

C

写真付き身分証明書（学生証・社員証）、在学証明書、失効パスポート、
本籍地発行の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書（写真付）、
所得証明書、こども医療助成受給資格者証、療育手帳、
親子（母子）健康手帳(小学生以下）

（5）前回取得したパスポート
有効期限内にパスポートを切り替える場合（残存有効期限が1年未満）は、有効パスポー
トの提出がないと申請できません。
失効パスポートをお持ちの方は、できるだけ直近のパスポートをお持ち下さい。
（6）旅券の交付日数
申請から交付までは、約2週間程かかります。日程に余裕をもって申請して下さい。

【お問い合わせ】 中城村役場

5

広報 なかぐすく No.239（2017.3.3）

住民生活課

895-1737（直通）

国民年金保険料納付のご案内に関するお知らせ
国民年金保険料の納め忘れがある方に対する電話や文書、個別訪問による納付および免除手続き
のご案内を民間事業者に委託しています。
◆ご案内の際には、
委託事業者および氏名を名乗ったうえで、
お客様の本人確認をさせていただきま
す。
◆委託事業者の訪問員がお客様のご自宅を訪問する際は、必ず日本年金機構が発行した身分証明書
をお客様に提示します。
◆お客様が納付書を所持されている場合に限り保険料をお預かりしますが、その場合は「納付書・領
収(納付受託)証書」
をお渡ししていますので、
ご確認下さい。
◆既に免除等を申請している場合でも、承認されるまでの間は行き違いにより納付や免除等の申請
手続きを案内する場合もあります。
※委託事業者は、次のようなことは行いませんので、不審な点がありましたら、お近くの年金事務
所までご相談下さい。
◆金融機関やコンビニエンスストアにおいてＡＴＭ操作をお願いする事は、
一切ありません。
◆年金手帳や年金証書等をお預かりすることは、
一切ありません
【お問い合わせ】民間事業者
受付時間

アイティフォー

シー・ヴィ・シー共同企業体

☎0120-931-552

午前 9 時から午後 8 時 30 分（盆、年末年始を除く）

【委託事業者に関するお問い合わせ】コザ年金事務所

☎933-2267（代表）

国民年金課②を押して下さい。※自動音声案内となります。

中城村の農産業

村内農家が各賞受賞！
！

「おきなわ花と食のフェスティバル2017 園芸部門」において、中城村の農家より出品された農産
物が、
品質や生産技術で高い評価を受け、
見事入賞しました。
2 月5 日に行われた表彰式には、
受賞者
の家族もかけつけ一緒に受賞を喜びました。
金

第27回野菜品評会受賞者

賞（内閣府沖縄総合事務局長賞）
泉川

寛栄（品目：トマト）

銀

賞

新垣

直也（品目：トマト）

銅

賞

新垣

清弘（品目：トマト）

第16回果樹品評会受賞者

最優秀賞（内閣府沖縄総合事務局長賞）
比嘉

栄信（品目：パッションフルーツ）

写真前列右から、 2人目
3人目

泉川 寛栄 さん
比嘉 栄信 さん

♪島にんじん収穫体験♪
2月14日、中城南小学校の2年生121名が、
村の特産品である島にんじんの収穫体験を行
いました。全員が初めて体験する島にんじん
の収穫でしたが、自然の土に触れながら楽し
く収穫を行いました。
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ヘ ルプロ 通 信
※ヘルプロとは…ヘルスプロモーション（健康増進）の略です。このヘルプロ通信で、健康づくりに関する情報を掲載していきます。

主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを
栄養バランスのよい食事をとるためには？
必要な栄養素をバランスよくとるために、
「主食」
「主菜」
「副菜」がそろった食事を心がけ
ましょう。
主食・主菜・副菜のセットの食事を基本にすると、
いろんな食品がとれます。
1日に主食・主
菜・副菜がそろう食事を2食以上とると、とらない場合に比べて栄養素の摂取量が適正にな
ることが報告されています。

主食・主菜・副菜のそろった食事を！
★副菜★

★主菜★

野菜、きのこ、海藻を使ったビ
タミン、ミネラル、食物繊維を
多く含んだ彩りのよい料理

魚や肉、卵、大豆製品な
どのたんぱく質、脂質が
主体のメイン料理

★主食★

★その他★

ごはん・パン・めん類な
どの炭水化物

汁物・飲み物・牛乳・乳製
品・果物など

外食や加工食品・調理食品にもバランスを
沖縄県は外食や、加工食品・調理食品を食べる機会が多くあります。それらを利用する場合も、
主食・主菜・副菜を基本に、
多様な食品・調理法を組み合わせるようにしましょう。
"手作り"を上手
に組み合わせ、
バランスのよい食事になるよう工夫しましょう。
ファストフード・ファミリーレストラン→ポテトは控えて、サラダ、野菜スープなどを副菜に
中華料理→ぎょうざの皮は"主食"とみなす、油たっぷりの料理が多いので注意
丼・めん→なるべく野菜が多いメニューを、ごはんとめんのセットは避ける
平成28年度

特定健診をまだ受けてない方へ！
まだ間に合います!

※個別健診・人間ドック
（ハートライフ病院のみ）
が受診できます
【ご質問・お問い合わせ】 中城村役場 健康保険課
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☎895-2131( 内 250・253)

Topics

むら
の 話題

夢 の先生に教えてもらおう！
1月24日、25日、中城中学校の2年生を対象に「こ
ころのプロジェクト 夢の教室」が開催され、
「夢先
生」として元サッカー選手の都築 龍太さん、中日ド
ラゴンズの又吉克樹選手が中学校を訪れました。又
吉選手は、高校生まで試合に出たことがなく、身長
も伸びなかった過去を振り返り、
「 それでも野球が
好きだから、自分の納得がいくまでやりたい」との
思いでプロの道を切り開いた体験を熱弁。子ども達
は、目を輝かせながら真剣に聞き入りました。

保 護司会より花の寄贈がありました！
1月17日、中部南保護司会中城支部より、中城中
学校へ花の苗が寄贈され、保護司会の皆さんと民生
委員、中学校の生徒達が一緒に花植えを行いまし
た。花の苗は、津覇小学校の児童達が育てたものを
保護司会が買取り、寄贈したものです。花植えを
行った中学校の生徒は、
「花を植えるのは楽しい。こ
の苗を小学生の子ども達が育ててくれたと思うと
大切に世話をしたい」と嬉しそうに話しました。

お 手玉の寄贈がありました！
2月1日、新垣出身の比嘉初子さん（写真右より3人
目）より、村内の各小学校へ120個ずつ、両幼稚園へ60
個ずつお手玉の寄贈がありました。比嘉さんは、
「子ど
も達にしまくとぅばにも親しんでほしくて、お手玉で
遊びながら、沖縄の童歌を耳にしてくれたらと思いま
す」と話しました。お手玉を受け取った中城小学校校
長の小山和久さんは、
「 子ども達も大変喜ぶと思いま
す。大事に使わせて頂きます。」とお礼を述べました。
広報 なかぐすく No.239（2017.3.3）
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プロのプレーを間近で見学！
サッカーキャンプ開催！

1月下旬から、2月初旬にかけて、ガンバ大阪と川崎フ
ロンターレのサッカーキャンプが行われました。歓迎セ
レモニーでは選手たちへ村の特産品が贈呈され、関係者
全員で記念撮影を行いました。1月21日には、村内の少年
サッカーチームを対象に、ガンバ大阪の選手による「サッ
カー教室」が開催され、憧れの選手からコツやトレーニン
グ方法を習いながら、夢のようなひと時を過ごしました。

花と共に思いやりの心を育む！
人権花の開花式！

1月31日、津覇小学校で、
「人権の花 開花式」が行われ、
10月の植付け式から花が開花するまでの活動報告が行
われました。児童代表の大城泰星君は、
「 水やりは大変
だったけど、花が成長するのは嬉しかった。花を育てる楽
しみや嬉しさを知れてよかった」と話しました。人KENま
もる君・あゆみちゃん、そして護佐丸も駆けつけ、最後に
生徒全員で人権を大切にしていくことを誓いました。

先 輩と現役の真剣勝負！

野球部ＯＢ戦！

１月３日、吉の浦公園野球場で、第4回中城中学校野
球部OB戦がありました。開会式には西武ライオンズ
の多和田真三郎投手も参加し、あいさつを頂きました。
野球部のOBである55期生から64期生（新成人）と現
役中学生が試合を行い、先輩と後輩の絆を深めながら
白熱した試合を繰り広げました。試合終了後、野球部
OB会より、中学校野球部へ寄付金が贈呈されました。

約 800名が参加！トリムマラソン大会！
1月15日、第45回トリムマラソン大会が開催さ

れ、子どもから大人まで約800名が参加しました。
上位入賞を目指す方や、親子、スポーツ団体での参
加など、参加者らは、ごさまる陸上競技場を出発し、
自分の決めた目標タイムを目指して爽やかな汗を
流しました。ゴール後は、沖縄そばがふるまわれ、お
楽しみ抽選会、アトラクションなど盛りだくさんの
内容を楽しみました。
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健康保険課

☎895-2131(253・254)

月健 康 カ レ ン ダ ー

こどもの健診 実施場所：吉の浦会館
対 象 児 前期
乳児一般健診
後期
4月8日（土） 受付時間 前期
後期

H28.11.12〜H29.1.8
H28. 6.12〜H28.8.8
14：00〜14：30
13：00〜13：30

離乳食実習 対 象 児 H28.11.24〜H28.12.20
4月20日（木） 受付時間 13：00〜13：30

※予約制です。健康保険課までお問い合わせください。

1歳6か月児健診 対 象 児 H27.8.31〜H27.10.13
4月13日（木） 受付時間 13：30〜14：30
3歳児健診 対 象 児 H25.9.10〜H25.10.27
4月27日（木） 受付時間 13：30〜14：30

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

4月10日（月）
4月11日（火）
4月12日（水）
4月14日(金）
4月17日（月）
4月18日（火）

●久

場 4月19日（水）

●奥

間 4月20日（木）

●当

間 4月21日（金）

●北上原 4月25日（火）
●伊舎堂 4月27日（木）

※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。

※日程は 変 更になる場 合 があります。

あたいぐぁ〜朝市開催のお知らせ
【日

時】平成29年3月26日（日）
午前9時〜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。
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)

4 月 カ レン ダ ー
◆なかよし児 童 館 (☎ 9 8 8 - 015 6)
ヤクルト

ウン知育教室

●4月6日(木) 午前10時から12時
●場所 なかよし児童館(集会室)
●定員 20名
●協力 沖縄ヤクルト株式会社
宇久田 彩乃 氏（ES推進室）

新入生歓迎会
●4月6日(木) 午後1時30分から午後3時
●場所 なかよし児童館(遊戯室)

なかよし映画館
●4月22日（土）午前10時から12時
※当日受付OK！
※上映中は、他の遊びは出来ません。

◆地域子育て支援センター(ごさまる)(☎988-0134)
お誕生会・お弁当会
●4月12日（水）午前10時30分から午後1時
※午後は2時開館となります。

プレママ
●4月26日（水）午後2時から午後4時
※初産婦および第一子(0歳児)親子
(気軽に遊びに来て下さい♪)
※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。

広報 なかぐすく No.239（2017.3.3）
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中城村
護佐丸歴史
資料
図 書 館 だよ
り
4月
月

3

中城村の人口 平成29年1月末現在
人

口

男
女
世帯数

※(

20，305人
10，207人
10，098人
8，065世帯

（＋25）
（＋21）
（＋ 4）
（＋13）

)内は前月との比 較

護 佐 丸 歴 史 資 料 図 書 館 カレン ダー

火

4

水

5

木

6

金

7

土

日

1

2

8

9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
休館日

午前 10 時〜午後 5 時

開館時間
【資料図書室】
月・水〜金曜日 午前 10 時〜午後 7 時
土 ・ 日 ・ 祝 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）
お問い合わせ
中城村護佐丸歴史資料図書館 ☎895-5302

お 知 ら せ
特別講演会「解明！護佐丸・阿麻和利の乱」
「護佐丸と阿麻和利の軍勢はどのような武器で戦った！？」「海からの富をめぐる
争いが、護佐丸を滅ぼした！？」など、未注目の史料から明らかになる 護佐丸の
真実について、琉球歴史研究家の上里隆史氏による特別講演会を開催いたします。

日
場
講
料

11

時： 平成29年3月18日（土）午後2時〜午後4時
所： 護佐丸歴史資料図書館 3F企画展示室
師： 上里 隆史氏（琉球歴史研究家）
金： 入場無料、参加申込不要（定員100名）
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青 色申告をはじめましょう!
農業所得がある方は、１年に１度、税務署へ確定申告をする必要があります。
この所得税の確定申告の方法には、
「 青色申告」と「白色申告」とがあります。
「 青色申告」と
「白色申告」とでは、記帳の方法や特典等に違いがあり、どちらの方法で申告するかを選択する
必要がありますが、
「青色申告」の方が所得税の軽減をはじめとした、様々な特典を受けること
ができます。
青色申告には、税制上のメリットもありますので、早速取り組んでみましょう。
新たに青色申告を始めるためには、個人の場合、平成29年３月15日までに最寄りの税務署
に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
なお、政府の農林水産業・地域の活力創造本部において、青色申告を行っている農業者を対
象とした収入保険制度の導入が決定されました。
詳細は、農林水産省ホームページ又は下記までお問い合わせ下さい。
【お問い合わせ】 沖縄総合事務局農林水産部農政課

☎866-1627

下水 道 接 続 補 助 金４月からスタート!!
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補助金の交
付を行っております。平成29年度の補助金申請受付けを４月３日より開始しますので、この機
会に下水道への接続をよろしくお願いします。
（※新築は除く）
【公共下水道供用開始地区】
（伊集・南浜・北浜・和宇慶・津覇・奥間・浜・安里・当間・屋宜・南上原一部・添石一部）
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。
詳しくは、中城村役場上下水道課までお問い合わせください。
【補助額】
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
上限100,000円

【お問い合わせ】 中城村役場

合併処理浄化槽を設置している建物の場合
上限50,000円

上下水道課

☎895-5280（直通）

都市計画・補償業務・地理情報システム

与那原営業所

与那原町字与那原

F
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平成29年度
中城村育英会貸費生募集

平成29年度
高校育英貸与奨学生および
高等学校貸与奨学生の募集について

中城村育英会では、成績優秀な学生で、経済 【応募資格】
的事情等により就学が困難な方に、学資など （１）沖縄県内に住所を有する者の子弟、
（２）平成29年4月に高等学校、専修学校高等課
の援助を行う育英会事業を行っています。
程などに在学している生徒
※（１）および（２）の条件を満たす者
【募集人員】
【申込方法】
県内・県外・国外、若干名
出願書類を学校から受け取り、学校が定める提
【募集資格】
出期日（概ね４月中旬頃）までに学校へ提出
本村に住所を有する者の子弟で、大学・大学
※詳細については、在学している学校の奨学金
院・我が国の大学等に相当する国外の教育機
担当者まで
関に在学している者及び専門学校等に入学し、
学業が優秀であり、学資の支弁が困難と認め 【お問い合わせ】
られる者
（公財）沖縄県国際交流・人材育成財団
☎942-9213
【貸与金額（月額）】
２万５千円・３万円・４万円
（いずれかを選択）
人権擁護委員委嘱状伝達式
【貸与金の償還】
学校、専門学校等を卒業し、6か月後一定の
額により貸与額に達するまで償還
【申込期間】
平成29年４月１日から４月末日
【選
考】
育英会理事会で選考し決定
※提出書類については、事務局へ
お問い合わせください。
１月12日、人権擁護委員委嘱状伝達式が行わ
れ、浜田京介村長より、新任委員の大城盛文さん
【お問い合わせ】
（写真右）へ委嘱状が伝達されました。委嘱状を
中城村育英会
受け取った大城さんは、
「これまでの経験を活か
村民体育館内（教育総務課）
しながら、また、周りの皆さんに教えて頂きなが
☎895-3276
ら頑張っていきたいです。」と挨拶しました。
社会医療法人
かりゆし会
〜

ハートライフ病院
ハートライフクリニック

ハートライフ地域包括ケアセンター
はーとらいふ保育園

社 会 医 療 法 人かりゆし会では、様 々な 職 種を募 集しています

[ 看護助手 ] ハートライフ病院（病棟）
時給：790 円 休日：月９〜10 日
[ 保 育 士 ] はーとらいふ保育園 ＊４時間勤務
時給：900 円相当（勤務地手当含む）

〜

[ 介護福祉士／登録ヘルパー ] 地域包括ケアセンター
介護福祉士：月給 147,000 円〜 休日：月９〜10 日
＊時間外、住宅、扶養その他手当有り
登録ヘルパー：時給 1,300 円

社会医療法人かりゆし会 法人事務局人事課 ( ハートライフ病院内 )
【求人問合先】 ホームページ：https：//www.heartlife.or.jp/
担当：宮城・河上
☎：098-895-3255
：jinzai@heartlife.or.jp
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姉妹都市旭市

兄弟都市福智町

11月17日〜19日の期間、中城村立中城小、
津覇小、中城南小学校の5年生18人が、姉妹都
市である千葉県旭市の児童交流事業に参加し
ました。歓迎会で中城村の児童達は、中城村の
特色、歴史、文化、産業を全員で紹介し、旭市の
児童と交流を深め、干潟小学校の学校訪問で
はゲームやクイズで仲良く親交を深めました。

１月13日〜15日の期間、中城村子ども会
の児童16名が、兄弟都市である福岡県福智町
を訪れ、交流事業に参加しました。子ども達
は、餅つき体験や雪合戦を通して福智町児童
との交流を深め、他にも、400年以上の歴史
がある『上野焼』の絵付け体験などを楽しみ
ました。

一括交付金事業で整備しました！
一括交付金事業で観光促進車を
整備しました。護佐丸号って呼んでね!
見かけたら幸せになれるかも…!?

人材育成基金へ
寄付がありました。

社会福祉協議会へ寄付がありました。

●かたいことぬきにして中城で楽しもう会様より
37,974円
平成29年１月12日

中城村育英会へ
寄付がありました。
●北中城村字和仁屋（新垣出身）
比嘉 初子 様より

100,000円

平成29年２月１日

●株式会社大成ホーム様より

200,000円

写真左より
中城村社会福祉協議会 会長
比嘉盛行様
３人目 株式会社大成ホーム
営業第三部・リファイン部 取締役部長 大村憲治様
４人目 株式会社大成ホーム
取締役 営業第二部 部長
渡嘉敷隆様

ご寄附誠にありがとうございます。
広報 なかぐすく No.239 （2017.3.3）
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護佐丸歴史資料図書館１周年記念企画

ガイドと巡る歴史ロマンの旅「護佐丸・阿麻和利探訪バスツアー」
【講 師】
仲村春吉氏(中城村教育委員)
【実施日】
平成29年５月28日（日）午前8時30分から午後5時予定
※吉の浦会館駐車場に集合。
※雨天決行、荒天中止の際は６月11日(日)に順延します。
【コース】
中城城跡→護佐丸の墓→勝連城跡→山田城跡→座喜味城跡→
阿麻和利の墓→護佐丸歴史資料図書館展示室
【定 員】
先着50名(中学生以下保護者同伴、未就学児はご遠慮願います。)
【参加費】
１人500円(資料代・弁当代込)
【応募方法】
申込用紙に必要事項を記入し、護佐丸歴史資料図書館へ参加費用と一緒に申し込んで下
さい。(※申込用紙は護佐丸歴史資料図書館、吉の浦会館、村民体育館にて配布しています。)
※募集期間 平成29年４月１日(土)〜５月21日(日)(定員達し次第終了します。)
【お問い合わせ】 中城村護佐丸歴史資料図書館

国家公務員採用試験のお知らせ
■国家公務員採用総合職試験
（院卒者、大卒程度試験）
受付期間

*インターネット
３月31日（金）〜４月10日（月）

■国家公務員採用一般職試験
（大卒程度試験）
受付期間

*インターネット
４月７日（金）〜４月19日（水）

■国家公務員採用一般職試験
（高卒者、社会人（係員級）試験）
受付期間

*インターネット
６月19日（月）〜６月28日（水）

☆受験資格等については、下記にお問い合わせください。
問い合わせ先：人事院沖縄事務所

調査課

TEL（098）834−8400
☆人事院ホームページもご参照ください。
「国家公務員試験採用情報NAVI」
http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm
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試験担当

☎895-5302

サラリーマンで確定申告が必要な方！
① 給与の収入金額が2,000万円を超える方
② 給与を1か所から受けていて、かつ、その給
与の全部が源泉徴収の対象となる場合にお
いて、各種の所得金額（給与所得、退職所得を
除く）の合計額が20万円を超える方
③ 給与を２か所以上から受けていて、かつ、そ
の給与の全部が源泉徴収の対象となる場合
において、年末調整をされなかった給与の収
入金額と、各種の所得金額（給与所得、退職所
得を除く）との合計額が20万円を超える方
など

【 申告期限
３月15日（水）
納付期限 】
口座振替をご利用の場合は

【振替日】４月20日（木）

詳しくは 国税庁 で

検索

なかぐすく
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中城村字当間 176 番地

発行／中城村役場企画課

〒901-2493
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中城の栄 養 士 だ よ り

No66

管理栄養士：宮城

今回紹介するのは、まぐろのステーキです。まぐろは年中出回っていて旬を感じにくい食材だと思いますが、
春から夏にかけてがまぐろの旬です。まぐろの頭や脂身が多い部分にはＤＨＡやＥＰＡといわれる脂肪酸が多く
含まれており、血液サラサラ効果や認知症予防に効果があるといわれています。
今回使用するのは赤身ですが、赤身の特徴といえば、低脂質・高たんぱく質でとてもヘルシー。
また、ビタミンＢ６も含まれ、皮膚の健康維持にも役立ちます。ソースに使用する大根には、ジアスターゼとい
う酵素が含まれており、消化を助けてくれます。
印刷／有限会社
サン印刷

〒901-1111 南風原町兼城 577

今月の

ん

いっぺーまーさい 品

TEL.098-889-3679

栄養価《全量》
エネルギー ：188 kcal
ビタミンＢ６：0.9mg

び〜

材料（5 人分）
食 品 名
まぐろ
（ブロック）
塩（下味）
こしょう
（下味）
サラダ油
ポン酢
大根
ねぎ
レタス

分 量
100ｇ
少々
少々
適量
20ｍｌ
10ｇ
5ｇ
お好み

ポイント

まぐろの他にも、ぶり、かじき、シイラなど魚の種類を変
えてもおいしく食べられます。

【作り方】
①まぐろブロックを 2ｃｍの厚さに切る。
両面に塩・こしょうで下味をつける。
②ソースを作ります。
大根はおろして絞り水気を切る。ねぎは
小口切りにする。
大根おろしと切ったねぎを分量のポン酢
に入れて混ぜ合わせる。
③フライパンにサラダ油をしいて、まぐろ
を焼く。
始めは中火にして両面に焼き色が付いた
ら弱火にして中まで火を通す。
④火が通ったら、付け合せを盛り付けてま
ぐろを入れる。
最後に②で作ったソースをかけて完成で
す。

