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キャンドルと月に照らされ
塩屋湾を想う

撮影日時：７月８日（土）
撮影場所：キャンドルナイトinサーベイ
メイン会場（旧塩屋小学校）

森と湖に親しむ旬間
7月8日（土）、森林やダム等の自然豊かな空間や、社会生活に果たしている役割につい
て理解を深めてもらうことを目的とする、
「森と湖に親しむ旬間」
（7月21日〜7月31日）
の趣旨に沿って、第8回大保ダムまつり・キャンドルナイトinサーベイが開催されました。
キャンドルナイトinサーベイ

第8回 大保ダムまつり

森に学ぼう in 大宜味村

一日ダム管理支所長の石垣希里斗君
( 右 ) と宮本大雅君 ( 右から 3 人目 )

シーランプ作り

大保ダムまつり開催にあたり、4月・5月にはダム貯水率の低下
が心配されました。しかし、6月にまとまった雨が降ったことによ
り、まつり開催日のダム貯水率は90%を越え、ダムの雄大さを感じ
ることができました。
当日は天気に恵まれ気温が高い一日となりました。学習の川で遊
ぶ親子連れや、湖面カヌー体験・湖面遊覧などダムでしか味わえな
い体験に参加する人たち。シーランプ作り・シークヮーサーMy箸
づくり・陶芸など、もの作りに真剣に取り組む人たち等、ダムまつ
湖面カヌー体験
りは多くの来場者で賑わいました。ダムまつり前半に行われたコ
カ・コーラ「森に学ぼう」in大宜味村では、沖縄コカ・コーラボトリング本社からも多くの参加があ
り、これまでに植樹した椿とシークヮーサーの育樹活動を行いました。また、大保ダムは防災の拠点
でもあることから、沖縄県ドクターヘリも会場に展示され、日頃見ることのできないヘリを間近で見
ることができました。今年の大保ダムまつりも、ダムの重要性について考える良い1日となりました。

キャンドルナイトinサーベイ
大保ダムまつり同日の夕方か
らは、塩屋湾周辺においてキャ
ンドルナイトinサーベイが開催
されました。塩屋・宮城・白
浜・江洲・大保・田港・屋古・
JAおきなわ大宜味支店の関係者
や地域住民が中心となり、塩屋
大保橋
田港
湾周辺と海上には約4,500本も
のロウソクが並べられました。メイン会場のステージイベントでは、塩屋出身の兄弟バンドの演奏
や、子どもたちの空手演舞、大宜味村民踊愛好会の塩屋出身者によるステージイベントなどで会場は
盛り上がりました。今年で第7回目となる白浜ナイトキャンドルにもステージが設置され、賑わいを
見せていました。塩屋湾という恵まれた自然環境とロウソクが創り出す落ち着いた雰囲気は、多くの
人に素敵な時間を与えたことでしょう。
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「社会を明るくする運動」大宜味村大会

意見発表をする上原蓬さん

標語作品表彰入賞者と関係者等

7月14日（金）、第41回北部地区「社会を明るくする運動」大宜味村大会（以下、社明大会）と平成
29年度「青少年の深夜はいかい防止及び未成年者飲酒防止県民一斉行動」大宜味村民大会（以下、
村民大会）が大宜味小中学校体育館にて開催されました。7月は「社会を明るくする運動」と「青少
年の非行・被害防止」全国強調月間ということと、社明大会が大宜味村で開催される年ということ
で、両大会を合同で開催しました。社明大会では、大宜味小学校6年の上原蓬さんが自身の経験を
元に、
「 あいさつを通して人と人とがつながり、仲良く明るく笑顔になり、その輪が広がれば何で
も助け合う、協力し合う世界になると私は信じています」と意見を発表しました。社明大会では他
にも、
「社会を明るくする運動」標語作品表彰もあり、小学校から高校生まで全12名が表彰を受け
ました。村民大会では、村婦人連合会の山城薫会長と村青年団協議会の安里瞬会長から大会宣
言が読み上げられました。

桃原秋子さん、黄綬褒章伝達式
7月10日（月）、大宜味村役場村長室において、桃
原秋子さんへの黄綬褒章伝達式が行われました。
秋子さんの功績概要は、染織制作技術者として文
化財保護業務精励によるもので、長年喜如嘉の芭
蕉布に携わってきた功労に国から光が当てられま
した。秋子さんは幼い時から芭蕉布に親しみ、芭蕉
布織物工房で約30年働き、現在は独立して芭蕉布
作りに従事しています。秋子さんは伝達式で、
「黄
綬褒章を頂き驚いた。夢のように思う。平良敏子さ
んを見習い、これからもやっていきたい」と力強く
話してくれました。春の褒章での黄綬褒章受章者
は201名でしたが、女性はわずか11名の受章でし
た。
おうじゅほうしょう

＜用語Check＞黄綬褒章とは？

黄綬褒章は、農業、商業、工業等の業務に精励し、他の模範となるような技術や実績を有する方が授与対
こうじゅ りょくじゅ し じゅ らんじゅ こんじゅ

象となります。褒章の種類は他にも、紅綬・緑綬・紫綬・藍綬・紺綬があり、春と秋の年2回、紺綬褒章を除く
（紺綬褒章は毎月1回発令）5種の褒章が毎回約800人へ授与されます。褒章などは、内閣府を中心に候補
者を審査し、閣議決定後に天皇陛下の御裁可を得て発令されています。
（参考：政府広報オンラインHP）
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お知らせ

いぎみ

【高速道路を安全・快適に利用するために！】
高速道路を利用される皆様が、安全で快適に利用できるようご理解とご
協力をお願いします。

○出発前には車をチェック！
・全国では、タイヤ破損やエンジントラブルが原因の事故が多発しています。
・故障の大半が基本的な点検で防げます。燃料、タイヤ、オイルなどの点検
も忘れずに！
○命を守るシートベルト！
・シートベルトは、衝突時にハンドルやフロントガラスに胸や頭をぶつけ
る二次衝突や車外に投げ出される危険性を一定の範囲で防止する効果が
あります。
・高速道路では、後部座席を含め全席シートベルト着用が義務となっています。

暮

らしに役立つ
情報コーナー

インフォメーション

○出発前に積荷をチェック！
・脚立、角材等の建築資材や家庭用品等多様種多用の落下物が多く、交通事
故原因の一つとなっています。
・積荷は、運転者の責任でシートをかけ、ロープでしっかり固定しましょう。

○逆走は命にかかわる危険行為！
・逆走してしまったときは、安全な場所に停車、ハザードランプを点灯して避難し,
110番通報を行いましょう。
・逆走車を見かけたら、110番や♯9910で通報してください。
＜沖縄県警察本部交通部交通機動隊・西日本高速道路株式会社九州支社沖縄高速道路事務所＞

年金請求書の手続漏れはありませんか？

法務局職員,公証人,司法書士,土地家屋調査士,
人権擁護委員が無料で相談をお受けします。相談
内容についての秘密は固く守られますので,安心
して相談してください。
日

時

平成29年10月1日（日）
午後1時から午後4時30分まで

場

所

那覇第一地方合同庁舎
1階共用大会議室
（那覇市樋川一丁目15番15号）

相談内容

相談方法

①不動産（土地・建物）登記,相続（遺言）,
土地の境界トラブル,
商業（会社・法人）登記,法定相続情報
証明制度
②戸籍（婚姻,離婚,養子縁組など）,帰化,
成年後見
③供託（地代,家賃の弁済供託など）
④人権問題（いじめ,体罰,近隣とのトラ
ブル,DVなど）
面談（事前予約制）

老齢基礎年金を受け取るのに必要な期間（受給資格期間）
が「25年」から「10年」に短縮されることになりました！

※制度の開始は平成29年8月1日です。(最も早い年金のお支払いは平成29年10月)
※厚生年金や共済組合等加入者は年金事務所へ。 国民年金のみ加入者は大宜味村
役場でも手続き可能です。

【お問い合わせ先】大宜味村役場住民福祉課 ☎0980-44-3003

住民福祉課 国保年金係からのお知らせ

国民健康保険事業の安定や国民健康保険税の収納向
上推進のため、平成29年度大宜味村国民健康保険税収
納対策緊急プランを策定しました。

平成29年度 大宜味村国民健康保険税収納対策緊急プラン（抜粋）

１．
滞納状況の解消

⇒ 所得未申告者へ文書や電話等にて、申告勧奨など。

２．
徴収方法の改善等

⇒ 口座振替の推進など。

３．
滞納整理について

【予 約 先】
那覇地方法務局総務課 ☎ 098-854-7951

⇒ 滞納者の財産調査など。

【お問い合わせ先】大宜味村役場住民福祉課国保年金係 ☎ 0980-44-3003
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第37回 大青協夏まつり
第27回 大宜味村ふるさとまつり
開催日：平成29年8月12日(土)、13日(日)

会場：大宜味村塩屋漁港広場
臨時駐車場：結の浜
8/13(日)

8/12(土)
11：00 オープニング
11：00 水風戦予選（事前申込必要）
14：00 大宜味村特産品!
まーさむん食べ飲み大会
15：00 子ども綱引き大会（予選・決勝）
（事前申込必要）
15：30 喜栄家 S（キエイヤーズ）
16：00 喜如嘉保育所・塩屋保育所ステージ
16：30 民踊愛好会・若松会
17：00 婦人会ステージ
17：30 平・ゆき
18：00 のど自慢大会（予選・決勝）
（事前申込必要）
18：30 與那嶺眞裕・宮城力也ステージ
19：00 リュウキュウノツカイ
19：30 山猫ブラザーズ
20：00 チョンダラーズ
20：30 東渕剛
21：00 1日目終了

12：30 水風戦（準決勝・決勝）
13：30 マグロ解体ショー
14：30 ダンス演舞
15：00 ヒージャー争奪綱引き大会（予選）
（事前申込必要）
16：00 アイドル（ ・マキ花乃子
・ロリポップ ・ぴらのぱうるす
・Chuning Candy ・OBP）
17：30 U'i Ohana
18：00 BuheeeN
18：30
19：00
19：30
20：15
20：30
21：00

ヒージャー争奪綱引き大会（決勝）
サンバ宮城姉妹（村観光レディ）
アイモコ（村観光大使）
花火
大宜味村青年会エイサー
2日目終了（全日程終了）

【お問い合わせ先】 大宜味村夏まつり実行委員会事務局（役場企画観光課内） ☎0980-44-3007

事業者必見 ! 設備投資に係る税の優遇制度
3つのポイント
県内事業者・県外事業者を問わず活用できます!
5年以内に購入した資産が対象となる場合があります!
※但し、産業高度化・事業革新促進地域制度は、除く。
赤字でも優遇制度を活用できる場合があります!

沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口

☎098-894-6377

※平日8時30分から17時15分
※毎週火曜日と金曜日は税理士が配置されていますので、各事業者の顧問税理士様からの
お問い合わせにも対応致します。
5
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大宜味村体協野球部 国頭郡制覇！！

7月22日(土)・23日(日)、第54回国頭郡軟式野球大会が宜野座村営野球場と金武町ベースボールスタジアム
にて開催されました。初日の宜野座村営球場で行われた一回戦では、今帰仁村に延長の末、7対3で勝利。２日
目、金武ベースボールスタジアムでの伊江村との準決勝は大宜味打線が爆発し、11対3で5回コールド勝ちを
収めました。続く決勝の相手は、去年の同大会一回戦において延長戦で勝利した恩納村との戦いとなりました。
試合は大宜味村が2回に2点を先制、その後も中盤に追加点を加え、粘りを見せる恩納村を振り切り、4対2で見
事４年ぶり5回目の優勝を果たしました。7月26日の村長表敬訪問の場で、監督の平良一樹さんは「多くの方に
応援頂き優勝することができた。県民大会では悲願の勝利に向け頑張りますので、引き続き応援宜しくお願い
します」と感謝と決意を述べました。
優勝した大宜味村は、11月に石垣島で開催される県民体育大会に国頭郡代表として出場します。

村球技大会
7月16日(日)、大宜味村体協各種球技大会が、大宜味
小中学校体育館にて開催されました。球技大会の結果
は右の通りです。

女子バレーボール優勝：大宜味

男子バレーボール優勝：謝名城

村ボウリング大会
7月2日(日)、平成29年度大宜味村ボウリン
グ大会が名護市のキタボウリングセンターで
開催されました。結果は以下の通りです。

団体戦上位 3 チーム

結果
男子バレーボール(４チーム参加）
優勝：謝名城
準優勝：塩屋
女子バレーボール(6チーム参加)
優勝：大宜味
準優勝：津波
男子バスケットボール(5チーム参加)
優勝：上原
準優勝：大兼久

結果
【団体戦】
優勝：大宜味A
2 位：塩屋A
3 位：津波A
【個人戦】
優勝：成田直晴（津波）
2 位：平良康司（大宜味）
3 位：友寄景昭（上原）
ハイゲーム：中村裕也（津波）
ハイシリーズ：成田直晴

男子バスケットボール優勝：上原

村ゴルフ大会
6月25日(日)、第16回大宜味村体育協会各字対
抗ゴルフ大会が本部町のベルビーチゴルフクラ
ブで開催されました。結果は以下の通りです。

団体の部優勝の田港

結果
【団体の部】
優勝：田港
2 位：塩屋
3 位：大宜味
【個人の部】
優勝：山城宗也（大宜味）
2 位：宮城俊二（塩屋）
3 位：崎山政夫（大保）
屋我浩美（江洲）
大城富男（田嘉里）
広報
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平成29年

平・ゆきさん、
人材育成基金へ寄附

応援寄附

6月末現在

768件

計 3,149人（-15）

金額 15,390,001円 46,628,001円

世帯数 1,660世帯数（±0）

県内外より本村にご寄付頂き心より
感謝申し上げます。

7

※注（ ）内数は対前月比

１歳の誕生日の子供たち（8月生まれ）

たいが

古我知

み か

大翔くん（塩屋）

立津

（平成28年8月10日生）

美果ちゃん（喜如嘉）

（平成28年8月10日生）

しより

宮城

志和くん（根路銘）

（平成28年8月16日生）

大宜味村カレンダー

火 ◆区長会
水 ◆青切りシークヮーサー初出荷式
木
金
土
日
月 ◆カジマヤー・トーハキ慶祝訪問
火
水
木 ◆乳幼児健診
金 ◆山の日
土 ◆大宜味村夏まつり①
◆大宜味村夏まつり②
◆国頭郡バレーボール大会・ソフトテニス大会

月
火 ◆終戦記念日、
全国戦没者追悼式
水 ◆わんぱく体験団④キャンプ〜17日
木
金 ◆健康測定・ジョイビート
土 ◆国頭郡バスケットボール大会〜20日

（かけっこ教室）
月 ◆生涯学習

転 入 5人
転 出 18人

（タンカー祝い）

August September
月1日〜9月10日

日 ◆国頭郡ボウリング大会

出 産 1人
死 亡 3人

世界にたったひとつのスマイル！！

8月 8

日

女 1,501人（-13）

2,296件

件数

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

男 1,648人（- 2 ）

累計（1〜6月）

6月分

6月27日(火)、国頭村出身の
歌手、平・ゆきさんが大宜味村
役場村長室を訪れ、大宜味村人
材育成基金と村青年会へ寄附
を行いました。寄附は5月に行
われた「伊集ぬ花コンサート」
の収益の一部から行われてい
ます。基金への寄附金は大宜味
村の人材育成及び子ども達の
発展のために活用されます。

村の人口

大宜味村むらづくり

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

火 ◆こころの健康相談会⑤

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

金 ◆区長会 ◆沖縄県総合防災訓練（リハーサル）◆授業参観

9月

水
木 ◆旧庁舎国指定重要文化財式典及び祝賀会
金 ◆二学期始業式
（大中）
土
日
月 ◆二学期始業式
（幼・大小）
火
水
木

September

土 ◆沖縄県総合防災訓練
（本番当日）
日 ◆旧盆
（ウンケー）
月 ◆旧盆
（中日）
火 ◆旧盆
（ウークイ）
水
木
金

（海神祭）
〜10日
土 ◆塩屋湾のウンガミ
日 ◆塩屋区豊年祭

※このカレンダーは予定ですので、都合により変更されることがあります。各業務については電話等で確認してください。
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村 内 ア レコ レ
・地元事業者を盛り上げよう

「八重山在住大宜味村一心会」設立50周年！！

7 月 は「 す ぐ
りむん 暮らし
にキラリ 県産
品」をスローガ
ンに県産品奨励
月間となってい
ました。奨励月
間 に 合 わ せ 、7
月3日(月)に大
宜味村商工会
（宮城弘隆会長）
が村長室を訪れ、地元産品奨励及び地元企業優先使用について
の要請を行いました。同商工会の宮城弘隆会長から「村内経済
の好循環へと繋げるためにも、村役場及び各団体、村民にも地
元産品及び事業者の優先使用の意識の高揚を図っていただき
たい」と要請が読み上げられ、宮城功光大宜味村長もその後の
会話の中で「村内業者の活用を常に意識してやっていく」と
語り、
同商工会の熱い思いに答えていました。

6月25日(日)、石垣
市桃里の伊野田公民
館において八重山在
住大宜味一心会によ
るグランドゴルフ大
会・総会・敬老会が開
催され、宮城功光大宜
味村長と神里富松総
務課長が参加し激励
しました。八重山在住大宜味一心会は昭和42年に設立されてか
ら、今年で50周年を迎えます。現在、同一心会の会員は200世帯
を超え、75歳以上の高齢者の方も100名以上が元気で頑張って
います。ちなみに、伊野田公民館のある伊野田地区は、1951年、
琉球政府の移民計画により大宜味村や他の地域からの入植者で
形成された集落として知られています。総会などに出席した村
長は、
「 移民2世3世の方々が八重山在住大宜味一心会として支
え合い活動していることに誇りを感じる。これからも支え合
い健康で頑張って欲しい」と語りました。

地域の子どもは地域が育てる

大宜味村をキレイに！皆でクリーン活動！！

7月11日(火)、株式会
社沖縄村上農園の仲宗根
悟社長と㈱沖縄物産企業
連合の関係者が村教育委
員会教育長室を訪れ、村
給食センターへ豆苗1年
分をプレゼントする贈呈
式が行われました。大宜
味村に工場を構える沖縄
村上農園が豆苗を1年分
プレゼントするのは、昨年に続き今年で2年目です。沖縄村上農
園は「地域の子どもは地域が育てる」という思いを大切にし、豆
苗を使って食育活動も行っています。仲宗根悟社長は贈呈式で
「隣の工場で作っている豆苗を、子どもたちには大宜味の自慢の
野菜ということで食べてもらいたい」と語りました。贈呈式に出
席した村給食センターの島袋未来給食センター所長は、
「おひた
しやチャンプルーなど、子ども達においしく食べてもらえる
ようにメニュー作りを頑張りたい」と話していました。

7月11日（火）、
旧大宜味中学校
向いの海岸にお
いて、大宜味村商
工会（宮城弘隆会
長）主催による清
掃活動が行われ
ました。清掃活動
は、大宜味村建設
業者会・社会福祉
法人一心福祉会・商工会青年部合同での開催となります。この
取組みは商工会が3年前から地域で商売をさせていただいて
いる感謝の気持ちを込めて取り組んで実施され、今回は以前
から同様の取り組みを単独で実施していた社団法人一心福祉
会が新たに加わった形で行われました。村商工会の宮城会長
は「今回から一心福祉会が新たに加わった形で連携すること
が出来た。地域貢献を出来ることに感謝しつつ、今後も各団
体とも連携を図り継続していきたい」
と語りました。

塩屋・喜如嘉の両保育所でまつり開催！！

塩屋保育所の様子

喜如嘉保育所の様子

7月14日(金)、塩屋保育所で第37回「やまししまつり」が、7月21日(金)には喜如嘉保育所で第37回「ぶながや祭り」が開催されま
した。両祭りともオープニングにおいて、組ごとにゲーム・太鼓・踊り等の出し物を披露し、保護者や祖父母、地域の方々を楽しませ
ていました。保護者がエイサーを踊るプログラムなどもあり、最後の最後まで見所満載で、子どもたちも笑顔に溢れて楽しいひと
時を送っていました。
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