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中城村役場
ホームページ

中城村役場新庁舎

基本設計について

現在取り組んでおります中城村役場新庁舎基本設計・実施設計業務において、基本設計が完了
しました。
基本設計概要
【名

称】中城村役場新庁舎

【場

所】中城村字当間地内

【用

途】庁舎

【敷地面積】7,432㎡(約2,252坪)
【建築面積】2,021㎡(約 612坪)
【延床面積】5,510㎡(約1,670坪)
【駐車台数】124台
( 外観イメージ図 )

詳しくは、村ホームページの新着情報をご覧ください。
中城村ホームページURL

http://www.vill.nakagusuku.okinawa.jp

【お問い合わせ】 中城村役場

平成30年度

都市建設課

☎895-1736( 直通 )

中城村育英会貸費生募集

中城村育英会では、成績優秀な学生が経済的事情等で就学が困難な場合、学資金を貸費し有能
な人材を育成する事業を行っています。
【募集人員】若干名
【募集資格】本村に住所を有し、大学・大学院・短期大学、及び専門学校等に入学者で学業優秀であ
り、学資の支弁が困難と認められる者
【貸費金額(月額)】2万5千円・3万円・4万円(いずれかを選択)
【貸費額の償還】学校、専門学校等を卒業し、6か月後貸費月額の半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】平成30年4月1日〜4月末日(土日・祝日は除く)
午前8時30分〜午後5時
【選

考】育英会理事会で選考し決定(7月貸付開始)

※提出書類については、事務局へお問い合わせください
●これまでの育英会貸費状況
1960年スタートした中城村育英会は、これまでの57年間に101人(平成28年度末現在)の子ど
も達が育英会資金を活用して大学等に進んでいます。近年向学心に燃え、大学等進学する子ども
達が増えると共に、育英会資金を活用して勉学に励む子ども達が多い状況です。
学資に貸し付ける資金は、個人や事業者からの寄付、村の補助金を活用して運営しています。
【お問い合わせ】 中城村育英会 ( 中城村教育委員会

教育総務課内 )

☎895-3276
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国民年金付加年金制度のお知らせ
毎月の保険料に付加保険料(400円)を上乗せして納めると、将来受給する老齢基礎年金に付加
年金が毎年加算されます。付加年金は定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。
保険料は、申出した月分からお支払していただくことになります。

受給額 = 老齢基礎年金額 + (200円×付加保険料納付月数)
<例>50歳から60歳まで付加保険料を納付すると
10年間(120月)で納付する額・・・・・400円×120月 = 48,000円
1年間で受け取る付加年金・・・・・200円×120月 = 24,000円

納めた分は
２年で元が取れ
るんだね！

●付加保険料を納めることが出来ない人
次に該当する方は付加保険料を納めることはできません。
・国民年金基金に加入している方
・第２号・第３号被保険者の方
・保険料の免除・学生納付特例・納付猶予を受けている方

●付加保険料を納める際の注意点
・付加保険料の納期限は、翌月末日と定められています。
・納期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。
・付加保険料を納付することを希望しない場合は、付加保険料納付辞退申出書の提出が必要となり
ます。
・月末が土曜日、日曜日、祝日等にあたる場合及び年末の納期限は、翌月最初の金融機関等の営業日
となります。

●手続き場所
中城村役場住民生活課またはコザ年金事務所
【お問い合わせ】

中城村役場

住民生活課

コザ年金事務所

☎895-1737( 直通 )

国民年金課

下水道接続補助金

☎933-2267

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交付
を行っております。平成30年度の受付を4月より開始しますので、この機会に接続をよろしくお
願いします。
（※新築は除く）

中城の海を
きれいにしよう♪

【公共下水道供用開始地区】
伊集〜屋宜・添石一部・南上原一部
【補助金】
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。

下水道マスコットキャラクター
「スイスイ」

・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
・合併処理浄化槽を設置している建物の場合
【お問い合わせ】中城村役場
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→

上限

50,000円

上下水道課

→上限

100,000円

☎895-5280( 直通 )

民生委員・児童委員とは

★民生委員・児童委員とは

民生委員・児童委員は民生委員法と児童福祉
法に基づき、厚生労働大臣から委嘱を受けた無
報酬の非常勤地方公務員であり、地域で一番身
近な相談・支援を行うボランティアです。

民生委員・児童委員になるには

地域住民の身近な相談相手
となり、行政や専門機関への
つなぎ役として日々みなさんの
地域で活動している民生委員・
児童委員をご存じですか？

候補者

自治会などで推薦、公募による募集など

市町村の民生委員推薦会

（※1）

民生委員・児童委員にふさわしい人を都道府県知事に推薦

都道府県知事

地方社会福祉審議会（※2）の意見を踏まえ、厚生労働大臣に推薦

厚生労働大臣

民生委員・児童委員の委嘱

★どんな人がなれるの？

民生委員・児童委員になるには住民の方で、その地
域の実情をよく知り、福祉活動やボランティア活動
などに理解と熱意があるなどの要件を満たす人が対
象です。任期は３年。再任も可能。また、民生委員・児
童委員の活動は個人の私生活に立ち入ることもある
ため、活動上知り得た情報について守秘義務が課せ
られており、この守秘義務は、委員退任後も引き続き
課されています。

★活動内容

民生委員・児童委員
※1：民生委員候補者を知事に推薦するため、市区町村に設置
される委員会。市町村議会の議員、民生委員、社会福祉事業関
係者、社会福祉関係団体の代表者、教育関係、関係行政機関の
職員、学識経験者の7分野による委員で構成。
※2：社会福祉に関する事項について調査・審議するため、都道
府県や指定都市・中核市に設定される審議会。都道府県議会の
議員、社会福祉事業従事者、学識経験者などの中から都道府県
知事（指定都市・中核市は市長）が任命する委員で構成。

身近な地域（住民）の見守りや相談支援、地域福祉
活動を行っています。
一定の区域を担当し、支援が必要な住民に対して、
相談に応じ、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・支援活動に取り組んで
います。

民生委員・児童委員、主任児童委員の活動について
担当区域

民生委員・児童委員

世帯状況把握

・世帯が必要としている
サービスについて情報提供

相談・援助

・各種相談
・見守り支援
・福祉サービス利用支援
（在宅福祉、生活費、子育て支援等）

☆民生委員を募集しています!!

連携・協力

主任児童委員

情報提供

地域担当民生委員・
児童委員

・高齢者のいる世帯
・障害者のいる世帯
・生活に困窮している世帯
・子どものいる世帯
・妊産婦のいる世帯
・母子、父子世帯
・その他の世帯

・虐待の早期発見、予防
・DV、いじめ、不登校等
世帯の抱える問題の把握

関係機関
・市町村
・福祉事務所
・社会福祉協議会
・児童相談所
連携・協力 ・保健所
・教育委員会
連携・協力 ・学校
・保育所
・児童館
連携・協力 ・医療機関
など

募集地区：伊集（1名）、奥間（1名）、久場（2名）、南上原（1名）募集しております。

【お問い合わせ】 中城村役場

福祉課

☎895-1738( 直通 )
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特別障害者手当等の制度について
沖縄県では、精神又は重度障害のため、常時特別の介護を必要とするなどの在宅の重度障害者
(児)に対し、負担を軽減する一助として、下記の通り手当を支給しています。
支給対象外

支給対象者

障害児
福祉手当

精神又は身体に著しい重度の障害があるため、日 （１）施設に入所（通所を除く）して
常生活において常時の介護を必要とする20歳未
いる場合。
満の在宅の障害児で福祉保健所長の認定を受け
（２）政令で定める公的年金を受給
た方。
している場合。
月額14,650円（平成30年4月現在）

特別
障害者手当

精神又は身体に著しい重度の障害があるため、日 （１）施設に入所（通所を除く）して
常生活において常時特別の介護を必要とする20
いる場合。
歳以上の在宅の障害者で福祉保健所長の認定を
受けた方。
（２）病院又は診療所に3ヶ月以上継
月額26,940円（平成30年4月現在）
続入院している場合。

●支給
毎年2月、5月、8月、11月にその前月分までの3ヶ月分を指定された口座に振り込みます。
※手当を請求する方、
配偶者、
扶養義務者の所得が一定金額以上ある場合は手当の制限があります。
●申請手続
認定請求書、所得状況届、所得課税証明書、住民票謄本(続柄入り)の写し、認定診断書などの必要書
類を添えて中城村役場福祉課介護福祉係の窓口へ提出してください。
【お問い合わせ】中城村役場

福祉課

☎895-1738( 直通 )

農地の許可申請受付期間の変更について
◎農地の許可申請受付期間を変更します。
農業委員会の事務処理の迅速化を図るため、平成30年4月から農地法第3条・4条・5条等の許可
申請受付期間を変更します。
【許可申請の受付期間】
変更前

変更後

毎月10〜15日

毎月5〜10日

※ただし、10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日が締切日となります。
農地の許可申請が必要な場合
・農地を耕作目的で購入・賃貸する場合 → 農地法第3条の許可が必要になります。
・農地を転用(農地以外にする場合) → 農地法第4条及び5条の許可が必要になります。
(転用例：住宅、駐車場、資材置場等)
【お問い合わせ】 中城村農業委員会 ( 農林水産課内 )
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☎895-2131( 内 330)

活気あふれる！！中城村の農産業

★第28回沖縄県野菜品評会について★
1月28日、セルラーパーク那覇にて「おきなわ花と食のフェスティバル2018園芸部門表彰
式」が行われました。農産物の品質や生産技術を評価され、中城村から下記の方々が表彰されま
した。

第28回野菜品評会受賞者

◆銀賞
宮平 睦子さん(品目：島にんじん)

受賞おめでとう
ございます！

◆銅賞
新垣 清弘さん(品目：キャベツ)

★島ニンジンの収穫体験★
2月24日、和宇慶地区内の畑で、中
城村の特産品である島ニンジンの収
穫体験が行われました。当日は総勢
約50名の方が参加し、初めて体験す
る島ニンジンの収穫を自然の土に触
れながら楽しみました。

みんな上手に
収穫できたね♪

★なんちゅうのう！農産物フェアー★
2月2日〜4日にりうぼう天久店、2月9日〜11日にイオン南風原店にて「なんちゅうのう！農
産物フェアー」が行われました。中城村・北中城村・西原町の農産物を一堂に取り揃え、中城村か
らは島ニンジン、島だいこん、島人参焼きドーナツを販売しました。試食で実際に焼きドーナツ
を食べ、
「美味しいから孫のおやつにするさ〜！」と言って一度に3つもお買い上げくださる方
もいました。

【お問い合わせ】 中城村役場

農林水産課

☎895-2131( 内 313)
広報 なかぐすく No.251（2018.3.5）
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ヘ ルプロ 通 信

薬の飲み方、ご存じですか？
食前

食事の30分ぐらい前に内服

食直前

食事の直前に内服

食後

食後30分以内の内服

食間

※イメージ
30分
食事
30分

食事と食事の間（食後約2時間）

飲み方

←食前
←食後

空腹
2時間

コップ1杯の水で飲むようにしましょう！
水なしで飲むと、薬がのどに引っかかり、食道炎や潰瘍を起
注意
こすことが稀にあります。特にカプセルはくっ付きやすいので注意
が必要です。

←食間

水以外で飲んでいいの？
一緒に飲んではいけない飲み合わせ

降圧薬

睡眠薬

総合かぜ薬

抗菌・抗生物質

グレープフルーツ
ジュース

アルコール

高カフェイン

牛乳・ヨーグルト

+

+

+

+

アルコールやお茶、ジュースなどで飲むと、飲み物に含まれる成分との相互作用で、薬の効
果が変わることがあります。水で飲むのが好ましいでしょう
※上記以外にも、よくない飲み合わせがありますので、自己判断せずに、かかりつけ薬局の
薬剤師などに相談してみましょう

お薬手帳を活用していますか？

さまざまな医療機関から出された薬を一括して管理することが
できます。
医療機関や薬局に行く際は忘れずにご持参下さい。

ジェネリック医薬品とは？

ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、新薬（先発医薬品）の特許が切れたあとに販売され
る、これまでの薬と同じ有効成分、同じ効き目で価格の安いお薬を意味します。
現在では一般的に広く使用されていますが、効能や安全性が確立された医薬品となりま
す。
【お問い合わせ】中城村役場
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健康保険課

☎895-2131( 内線 253・254)

Topics

むら
の 話題

↑遠藤選手(左から2人目)、
クルピ監督(右から2人目)、
元日本代表で現ガンバ大阪U-23監督の宮本監督
(右)が浜田村長を表敬訪問

↑ガンバ大阪によるサッカー教室

サ ッカーキャンプ開催！

今年も、ごさまる陸上競技場にJ1クラブのサッ

カーキャンプがやってきました！
5回目となるガンバ大阪は、サッカー教室で村内
の小中学生と触れ合い、昨年J1初優勝の川崎フロン
ターレは、浦和レッズとのトレーニングマッチで会
場に集まった大勢のファンを沸かせていました。
↑川崎フロンターレ キャンプインの様子

福 岡県福智町交流派遣事業

1月12日〜14日の期間、
中城村子ども会の児童14

名が、
兄弟都市である福岡県福智町を訪れ、
交流事業
を行いました。
子ども達は、
上野焼の絵付け体験や民
泊受入家庭との交流などの様々な体験をし、雪合戦
では積もる雪に目を輝かせ、福智町の児童と楽しく
交流を図りました。

キ ラリと光る爽やかな汗

1月14日、ごさまる陸上競技場において「第46回

ごさまるトリムマラソン大会」
が開催されました。
小
さな子どもから大人まで、
700名以上の参加があり、
それぞれ目標タイムを目指して走りました。マラソ
ンの後には、美味しい沖縄そばとソーセージが振る
舞われ、
参加者からは
「走った後に食べるとまた一段
と美味しい！」
といった声が聞かれました。
広報 なかぐすく No.251（2018.3.5）
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↓夢先生の銘苅淳さん(ハンドボール)
世界で活躍するハンドボーラー。2014年には日本人と
して快挙のハンガリー1部リーグの得点王を獲得。

教 えて夢先生！

中城中学校の2年生を対象に、JAFこころのプロジェ

クト「夢の教室」が開催されました。トップアスリート
の夢先生2名をお招きし、一緒にゲームをしたり、先生
自らの体験談を聴いたりして、生徒達は自分の夢につ
↑夢先生の松田丈志さん(水泳)
アテネ、
北京、
ロンドン、
リオデジャネイロのオリン
ピック4大会に出場。

いて考えました。夢先生は「好きな事をがむしゃらに頑
張る人になってほしい。夢に向かって努力する姿は輝
いている」と、生徒達へ激励の言葉を贈りました。

鬼 は〜外♪福は〜内っ♪

2月2日、吉の浦保育所で節分の豆まきが行われま

した。
赤鬼と青鬼が登場すると、
子ども達は
「鬼は外、
福は内！」
と言いながら一生懸命に豆を投げつけ、
鬼
を退治しました。怖くて泣き出す子や果敢に鬼に向
かっていく子など、
様々な表情を見せてくれ、
最後に
は鬼と一緒に記念撮影をしました。

親 子自然体験教室

2月4日、
親子自然体験教室が開催され、
4組の親子

が参加しました。ソテツでの虫かご作成や竹鉄砲な
ど、
身の周りの植物を使った玩具作成や、
中城ハンタ
道を散策しながら、
様々な昆虫やイモリなど、
村内の
生物や植物を身近に感じながら、ペリーの旗立て岩
までのフィールドワークを楽しみました。
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健康保険課

☎895-2131(内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 対象は生後４ヶ月から
離乳食実習
５ヶ月のお子様です
4月19日
（木）
上記の保護者（児の同伴可）
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。

対象は生後3ケ月から5ケ月、
対
象
乳児一般健診
8ケ月から11ケ月のお子様です
4月21日
（土）
前期 14：00〜14：30
受付時間
後期 13：00〜13：30
対

象 対象は1歳6ケ月から
1歳６ケ月児健診
2歳未満のお子様です
4月26日
（木）
受付時間 13：30〜14：30
※対象のお子様には、健診の3週間前を目安に、受診票を
送付致します。

ふれあい事業 実施場所：各公民館
●和 宇 慶 4月 9 日
間 4月19日（木）
（月）●奥
●南上原・浜 4月10日
（火）●北 上 原 4月24日（火）
●北
浜 4月11日
（水）
●南
浜 4月25日（水）
●津覇・登又 4月16日
（月）
●泊・新 垣 4月17日
（火）●伊 舎 堂 4月26日（木）
間 4月27日（金）
●久
場 4月18日
（水）●当
※ 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。
※ 各種日程は変更となる場合があります。
詳しくは健康保険課までお問い合わせください。

あたいぐぁ〜朝市開催のお知らせ
【日

時】平成30年3月11日（日）
・25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の
で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)
新入生歓迎会
●4月14日（土） 午前10時〜正午
みんなで1年生を歓迎しよう！！

つくってみよう会
●4月19日（木）〜21日（土）
●参加費 無料
1日5名限定！
何を作るかはお楽しみ♪

こいのぼり掲揚式
●4月26日（木）
午後4時〜午後4時30分

◆地域子育て支援センター(ごさまる)(☎988-0134)
児童館・支援センター合同企画
ヤクルト ウン知育教室
●4月6日（金） 午前10時〜正午
●場 所 子育て支援センター（遊戯室）
●定 員 児童館20名・支援センター親子10組
●協 力 沖縄ヤクルト株式会社
宇久田 彩乃 氏（ES推進室）

浜下り
●4月18日（水） 午前10時30分〜正午
●場 所 吉の浦公園海岸
（現地集合・現地解散）
●定 員 10組
●参加費 無料
●持ち物 飲み物、着替え、タオル
※支援センターでは、
7月・8月に水遊びがあります。
（要ぎょう虫検査）
※4月30日（月）は昭和の日 振替休日のため休館
となります。
※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。
※申込みは来所にて受け付けております。

広報 なかぐすく No.251（2018.3.5）
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中城村の人口 平成30年１月末現在
人

口

20,819人
10,456人
10,363人
8,360世帯

男
女
世帯数

(

（＋64）
（＋32）
（＋32）
（＋34）

)内は前月との比 較

中城 村護佐丸歴史資料図書 館
４月護佐丸歴史資料図書館
資料図書室カレンダー
月

火

水

木

金

土

【ブックポストについて】
日

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

休館日です。

本を返したいけれど忙しくて、なかなか図書館の
開館している時間に間に合わない！そんな時に利用
していただきたいのが「ブックポスト」です。正面玄
関左側にあり、休館日や閉館している場合のみ、ご利
用いただけます。
※本とCD・DVDの返却口は
分かれていますので、それ
ぞれ専用の返却口に入れ
てください。

は午後 5 時までです。

きちんとポストに入ったか
確認を！
※左の写真のようにならな
いよう注意してください！

開 館 時 間

【資料図書室】
月・水〜金・祝 午前10時〜午後7時
（※ 祝日が土日にあたるときは午後5時まで）
土・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）
慰霊の日、年末年始、特別整理期間
祝日の翌平日（振替休館）
【お問い合わせ】
護佐丸歴史資料図書館 ☎895-5302

【大型絵本（´▽｀）借りれます】
1階カウンターまえに大型絵本の閲覧コー
ナーを設置しました。現在所蔵している大型絵
本は全部で116冊！所蔵リストファイルもおい
ていますのでお手に取って気になったもの、借
りたい大型絵本があればお声かけください。

個人貸出
団体貸出

１人１冊
２冊

どちらも貸出期間は2週間です♪
館内での閲覧のみですが、しかけ絵本もあります。

空調・衛生設備工事・浄化槽工事・保守点検業務

沖縄水質改良株式会社
代表取締役
本
社
支
店
恩納営業所
南城営業所
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天

願

那覇市曙3丁目20番12号
うるま市字赤道14番地6
恩納村前兼久497-3
南城市玉城字玉城48番地の1

智

一

TEL（098）861-6321
TEL（098）973-3914
TEL（098）965-3655
TEL（098）917-5900

案

内 お

平成30年度 生涯学習講座参加者募集
♡島ぜんぶでおーきな祭 第10回沖縄国際映画祭presents♡

知

ら せ

合同企画

４１市町村！島ぜんぶ で おーきなラフ＆ピースツアー！
【内

容】 （1）お笑いコース

漫才台本を作り、皆の前で発表しよう！そして、よしもと新喜劇に挑戦！
！

（2）ダンスコース
プロのダンサーから直接レクチャーしてもらい、楽しくかっこよく学ぼう。

（3）ボーカルコース
ボーカルコー ス
プロも習うボイストレーニングにチャレンジ！歌手やトレーナーから学ぼう。

（4）ライブスタッフ
ライブスタッ フコ ー ス
ショーを支える裏方としてライブ運営の基礎から全体進行の実践までプロから学ぶ。
【講

師】よしもと芸人・プロダンサー・歌手・よしもとスタッフなど

【開催日時】平成30年4月1日（日）
午前10時〜午後5時30分
【場

※受付時間 午前9時45分〜

所】吉の浦会館

【参 加 費】無料
【対 象 者】村内在住の小学4年生以上（各コース10名）
【持 ち 物】昼食・飲み物
【申込期間】平成30年3月5日（月）〜3月22日（木）
【申込方法】
（1）申込期間内に生涯学習課へ連絡にてお申込みしてください。
（2）希望のコースを選択してください。
【注意事項】※各コースは人数などにより変更または中止となる場合もありますので、生涯学習課に
てご確認ください。
※多少時間が変更する場合がございます。ご了承ください。
※本教室のケガその他の事故等は、傷害保険適応範囲とします。
※本教室の写真等は、
広報物やインターネット等へ掲示・掲載させて頂く場合があります。

【お申込み・お問い合わせ】 中城村教育委員会 生涯学習課 ☎895-3707
広報 なかぐすく No.251（2018.3.5）
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案

内 お

知

ら せ

中城村体協 各専門部の選手・監督・マネージャー募集！
！
種

目

目

対象者

的

（1）ラグビーを楽しむ
ラグビーフットボール （1）18歳以上の男子（年齢問わず） （2）中頭郡夏季体育大会への出場
（毎年8月中旬予定）
（2）経験問わず
（3）中城村に住所か本籍がある方 （1）相撲を楽しむ
相 撲
（2）中頭郡夏季体育大会への出場
（毎年8月中旬予定）
女子ソフトボール

（1）18歳以上の女子（年齢問わず） （1）ソフトボールを楽しむ
（2）毎月1回の練習
（2）経験問わず
（3）中城村に住所か本籍がある方 （3）中頭郡夏季体育大会への出場
（毎年8月中旬予定）

選手・監督・マネージャーの推薦・情報提供もお願いします。
【お問い合わせ】 中城村体育協会事務局（中城村民体育館内） ☎895-3707

中城ジュニアオーケストラ団員募集！
中城ジュニアオーケストラでは、
4月入団生を募集いたします。対象
は、小学生から高校2年生までの青少
年でオーケストラで音楽を楽しみた
い児童生徒です。初心者でも大歓迎
で、楽器をお貸しすることもできま
す。また、毎週土曜日の練習を見学す
ることも可能です。
ヴァイオリンやチェロなどの弦楽器、フルートやオーボエ、クラリネットなどの木管楽器、トラン
ペットやホルン、トロンボーンなどの金管楽器が子どもたちを快く迎えてくれます。
詳しくは事務局へお問い合わせください。
【お問い合わせ】 中城ジュニアオーケストラ事務局
担当：島袋 ☎090-1179-1632

[看護助手] 月給）160,200円〜（+諸手当、夜勤手当）

※条件：夜勤が出来る方
休日）月9日程度、その他休暇有り
※4時間や6時間の短時間勤務も同時募集
（時給制：840円+交通費）
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[介護福祉士] 月給）148,000円〜（+諸手当、夜勤手当）

賞与53万円〜+処遇加算(前年実績)
休日）月9日程度、その他休暇有り
老人ホームやデイサービス、
ヘルパーステーションでの募集を行っております。
※ヘルパーや介護助手も同時募集！

案

内 お

知

ら せ

護佐丸歴史資料図書館 企画展開催中です！
企画展

「なつかしき友・先生・学び舎
−写真にみる中城の学校のあゆみ−」
【日

時】平成30年2月1日（木）〜3月25日（日）
午前10時〜午後5時
【場 所】護佐丸歴史資料図書館 企画展示室（3階）
【料 金】無 料
来場者の方から、写真や校章（胸章）バッジの提供
がありました。開催期間中、どんどん写真を追加し
ていきますので、一度来た方もまたぜひお越しくだ
さい。思い出を語るコーナーも設けていますので、
みなさんの思い出話を聞かせてください。

中城中学校
校章（胸章）バッジ
個人蔵

【お問い合わせ】 護佐丸歴史資料図書館 ☎895-5302

人材育成基金へ寄附がありました。
●沖縄科学AVセンター 様より
浦添市勢理客1丁目2-29
200,000円
平成30年2月7日

ご寄附誠に
ありがとうございます。

広報 なかぐすく No.251（2018.3.5）
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案

内 お

知

ら せ

インターネットサイト「OKINAWA41」開設！
この度、内閣府（沖縄政策担当）がインターネットサイト「OKINAWA41（おきなわよんじゅうい
ち）」を開設しました。このサイトは、沖縄の41市町村民の方々から、あまり知られていない沖縄の
魅力（はたらく、風景、暮らし）を全国に発信することにより、沖縄の振興、発展につなげることを目
的としています。
現在はフォトコンテストが開催されており、平成30年3月7日（水）まで応募することができます。
詳しくは下記サイトをご覧ください。
インターネットサイト「OKINAWA41」

https://www.okinawa41.go.jp

e-ネットキャラバン「e-ネット安心講座」
随時開催申込受付中！
スマートフォンやインターネットがどんなに便利になってもそこに潜む危険はなくなりません。
ネットを安全に使う力を育むために、実際にあったトラブルを知り子供といっしょに考えてみま
しょう。
ネット依存、ネットいじめ、誘い出し・成りすまし、個人情報、ネット詐欺、チェーンメール、
著作権・肖像権といった項目について、子どもに迫る危険の実体を正しく知り、トラブルを未
然に防ぐための 啓発講座 です。それが『e-ネット安心講座』です。

◆e-ネットキャラバンWebページ

http://www.e-netcaravan.jp/

沖縄県内での開催申込については、開催日程など、ご相談に応じます。
講師派遣に伴う謝礼や交通費は無料です。

実際のトラブルからは、学べることがいっぱい。
学校で、ご家庭で、友人同士や地域で、子供といっしょに考えてみませんか？
（総務省 インターネットトラブル事例集ダウンロードページ）

http://www.soumu.go.jp/main̲sosiki/joho̲tsusin/kyouiku̲joho-ka/jireishu.html
【お問い合わせ】 総務省沖縄総合通信事務所 情報通信課 ☎865-2302
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中城の栄 養 士 だ よ り

No76

管理栄養士：比嘉

温かくなり春らしい季節となりました。店先ではさまざまな春野菜が出始めましたね。
今回は 3 月〜 4 月にかけて旬を迎える春キャベツを使ったパスタをご紹介します。
実は中城村でもおいしいキャベツが沢山生産されていることをご存じでしたか ? 最近では 1 年中目にすること
ができる野菜の 1 つですが、この季節に出回る春キャベツは葉が柔らかく、甘みも強いことが特徴です。生でシャ
キシャキとした食感を楽しむもよし、柔らかさや甘みをより楽しむため、煮込んだり炒めたりしてもよし !!
おいしい旬の春キャベツをたくさん召し上がってください。
印刷／有限会社
サン印刷

〒901-1111 南風原町兼城 577

今月の

春キャベツとアサリのパスタ
ん

び〜
ー
ぺ
ま
っ
い
ーさい 品

材料（4 人分）
食 品
あさり

名

キャベツ
ベーコン
にんにく

TEL.098-889-3679

オリーブオイル
唐辛子
白ワイン
パスタ
塩・こしょう
栄養価《1 人分》
エネルギー ：550kcal

お料理のポイント

【作り方】
① あさりは砂抜きしてからよく洗う。キャベ
分 量
ツとベーコンはざく切りに、にんにくは薄切
300g
りに、唐辛子は種をとり小口切りにする。
1/2 個
② フライパンにオリーブオイルとにんにく、
2枚
ベーコン、唐辛子を入れ弱火にかけ、焦がさ
1片
ないように香りがたつまでじっくり炒める。
大さじ 2
③ ②にあさりと白ワインを加え蓋をし、あさ
1本
りの口が開くまで蒸し煮する。
1 カップ ④ 鍋に湯を沸かし、お湯に対して 0.5 〜 1%
400g
の塩を加えてパスタを茹でる。茹で上がり
適量
1 分前にキャベツも加えさっとゆでる。
⑤ ③にパスタ、キャベツと適量のゆで汁を加
えて炒め、塩・こしょうで調味する。

※子供向けに作る際は、唐辛子とにんにくの量を調整してください。

