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平成 30 年成人式

1 月 1 日、平成 30 年成人式が伊平屋村離島振興総合センター大ホールで行われました。今年、本村の新成人は
10 名。式には 9 名が参加しました。二十歳の誓いでは宮城太清さんが新成人を代表して挨拶し、「中学を卒業し、
島発ちをしてから早くも 5 年の歳月が流れ、ここまで来るのには数多くの方々の支えがあり、その中でも生まれた
時から私たちを自分たちのこと以上に大切に育ててくれた親の支えはとても大きなものだったと思います。私たち
が成長していく中で、私達が選んで来た道を信じて見守ってきてくださいました。こうしてたくさんの方々に支え
られながら歩んできたことを実感し、感謝の気持ちでいっぱいです。これからもふるさと伊平屋島の事を心に想い
ながら立派に成長していき、その姿を見守って下さっている皆様に見せられるように頑張っていきます。」と力強
く話しました。式の終わりには新成人全員が島発ちしてから 5 年、それぞれが歩んでいる道、これからの抱負を述
べ、式典に参列した保護者や村民の方々に成長した姿を見せました。

西江邦子さん（新成人が中３時の担任）が中学校の卒業式当日にメモしたものを基に当時の様子を語った。

２０年前、新成人の０歳児保育を担当した名嘉和子さんと話をする新成人
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平成 30 年伊平屋村新春の集い

新春の集い。

伊平屋村産業連携拠点センターで平成 30 年新春の集い
が行われました。村内外より約 180 名の方々が参加され、
新年の挨拶や名刺交換を行い、親睦を深めました。野村流
音楽協会伊平屋支部・琉球筝曲興陽会伊平屋支部による演
奏で始まった会では、本村の商工会女性部、チムどんキッ
ズシアター、婦人会、青年団協議会が演舞やエイサーを披
露、会場を盛り上げました。伊是名村前田政義村長、伊平
屋郷友会東江米男会長からは来賓祝辞を頂きました。主催
の伊平屋村商工会伊禮征男会長は「新年にあたり、伊平屋
空港建設、そして伊平屋・伊是名架橋の実現のため、当商
工会は会員共々一致協力して力を合わせ、本村の経済発展
と繁栄を確かなものにしてまいりたいと決意を新たにして
います。
」と挨拶しました。
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平成 30 年伊平屋村消防団出初式

子供たちが見守る中、 消防団始動。

前泊港内で平成 30 年伊平屋村消防団出初式が行われました。真栄田孝団長の挨拶の中で、平成 29 年の村消防
団出動状況について、火災 2 件、急患搬送 59 件、その内ヘリ搬送 19 件、フェリー搬送 1 件、消防訓練 16 件、
その他 27 件、待機 13 件で出動延べ人数は 613 名だったことが報告され、「今日の防災は、行政が行う『公助』、
地域で助け合う『共助』、そして自分の身は自分で守る『自助』がバランスよく機能することが求められています。
先輩方が築いてきた、この伊平屋村消防団の伝統と実績をしっかり受け継ぎ、地域消防防災の要として、村民が安
心安全に暮らせる村づくりを目指し、団員個々の技量の向上と組織の強化に努めてまいります。」と話しました。
会場には保育所の園児や村民も駆けつけ、消防団員による放水訓練なども披露されました。最後には園児らの消防
車や救急車への乗車体験も行われました。
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平成 29 年度 「税に関する高校生の作文」

名嘉真鈴さん （野甫出身） が国税庁長官賞受賞！

野甫出身で高校 3 年生の名嘉真鈴さんが「税に関する高校生の作文」で最
高賞の国税庁長官賞を受賞し、那覇市の県南部合同庁舎で沖縄国税事務所によ
る表彰式が行われました。本年度は全国 1,750 校から 218,208 編の作文が
寄せられ、この中から優秀作品 12 編が国税庁長官賞に選ばれました。
【題名】税について考えたこと
「伊平屋島の海はとても綺麗だね。ここが好きになった。また来たい。」
私の故郷を訪れた人たちは皆そう言って笑顔を浮かべ、私は誇らしく思うがこの海の美しさにも税が関わっていると
は今まで知らなかった。
小中学校の行事の一つに海浜清掃がある。正直面倒だと思いつつやっていたが、拾ったごみを処分するための費用や
輸送コストに加え、休憩のときに飲むキーパーの麦茶や軍手などもすべて環境税というもので賄われていると聞いた。
私の島では全国でも少ない特別な環境税があり、フェリーのチケット購入時に入域税として百円ずつ加算される。そ
こで納税されたお金は海浜清掃を含め島の環境美化活動のために使われる。このことをつい最近になって知り、
億劫だっ
た海浜清掃に対しての意識が変わったと同時に、税という存在を身近に感じた。また、環境税で島の活性化と観光客の
笑顔の相互扶助が成り立つのだと税に対しての意識も変わった。
この相互扶助の成り立ちは環境税のみならず、その他の税にも関連する重要な要素だと思う。その中で大切にすべき
ことは、税を使う側の納税されたお金をどういった使途でどのように活用していくのか、それに見合った税率であるの
かを納税者がきちんと把握し納得できることを考慮した上で、自分のお金と同様に適切にお金を扱う姿勢である。そし
て、それらを納税者に分かりやすい形で公開し、また納税者も税と積極的に向き合っていくことで初めて本当の意味で
の税の意義が見えてくるのではないだろうか。
税金はいわば私たちが身近な生活、または将来の生活を豊かにするために政府に託す投資であり、必要不可欠なもの
だと思う。
私はもうすぐ選挙権が付与される年齢だ。これからの社会を築くための一票の重みを理解しなければならない。環境
税について知るまで税に対し関心すら持つことはなく、税と言えばせいぜい消費税しか思いつかず、何の目的でなにに
使われているのかも知らないまま、払うことが義務だから払うという認識でしかなかった。救急車や教科書など、無償
で私たちの暮らしに潤いを与えてくれるものも当たり前と感じていた。おそらく、私と同じような考えの若者が多いの
が現状だろう。今、私たちは税を通して様々な教育制度に支えられ、恵まれた環境の中で学ぶことができていて、心か
ら日本人に生まれて良かったと実感できる。その私たちがこれでは未来の子供達はどうなってしまうだろう。次世代を
担う私たちがまず税に興味を持ち、政治と向き合う責任を自覚することでまた一つの相互扶助が成り立つのだ。
この作文を書くにあたり、故郷のことから始まり様々な視点から税について考えることができた意味は大きい。税を
知る、それがよりよい社会を実現するための一歩となるだろう。
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平成 29 年度伊平屋村出身高校生激励会

村出身高校生を激励！

伊平屋村教育委員会主催の激励会が浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンターにて行われました。伊平屋中学
校・野甫中学校を卒業した県内中南部の高校に通う 1 年生から 3 年生の 24 名が参加。伊平屋郷友会東江米男会
長の激励の挨拶から始まり、伊礼幸雄村
長、東恩納吉一教育長が高校生に対する
思いや激励を述べました。また、村代表
として教育委員会の名嘉丈祝課長補佐、
社会教育主事國吉修平さん、教育コー
ディネーター西江邦子さんが講話を行い
ました。その後、高校生一人一人が近況
報告を行い、
午後からは伊平屋郷友会（て
るしの会）主催のボーリング大会に参加
し楽しいひと時を過ごしました。
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伊平屋村役場総合推進室主催

後世に紡ごう！先人の知恵袋。

伊平屋村役場総合推進室主催のクバ笠・玩具・ワラ草履作り体
験が、諸見美咲子さん、西江茂さん、諸見康弘さん、名嘉正春さん、
名嘉廣光さんを講師にお招きして産業連携拠点センターにて行わ
れました。
村では平成 27 年度に「伊平屋島観光協会」が設立され、「民泊」
を含む観光の振興に特化した受け入れ体制作りの強化を実施して
いるところです。同協会では、他自治体との差別化を図るため、
マリンアクティビティを柱に据え、入域客獲得のため様々な施策
を展開しています。
今回の体験は、荒天時や冬場の代替メニューの不足を解消するた
め、人生の先輩方が継承してきた様々な伝統文化を「体験プログラ
ム」として落とし込み、新たなプログラムを創出して代替メニュー
の充実を図り、同時にお年寄りの生きがい作り、伝統文化の継承を
図ることを目的として行われました。民泊受け入れをされている方々
が参加し、ゆんたくしながら昔ながらの物作り体験を楽しみました。

12/15-16

移動図書館

本を読もう。

移動図書館が伊平屋村歴史民俗資料館・多目的ホール
で開催されました。那覇市出身の sacom( サコム ) さ
んを講師としてお招きし、15 日には冬釣りの楽しみ方、
16 日には釣りの豆知識の「釣り」講座も行われ、子ど
もから大人まで約 20 名が参加しました。今回、図書館
には約 70 名が訪れ、約 500 冊の本が貸し出されました。

12/20

野甫小中学校 国際交流授業

アメリカの小中学生とスカイプで話そう！

アメリカの小中学生とスカイプ（テレビ電話）で実際に会話をする英語の授業が野甫小中学校で行われました。
この授業は、野甫出身のすみえ・クープマンさん（旧姓：前田さん）が現在日本語を教えているアメリカの中学生
アマンダさんと野甫中の 2・3 年生、アメリカの小学生（8 歳）のリンキン君と野甫小 5・6 年生がスカイプを繋ぎ、
野甫小中学校の生徒は英語で自己紹介、学校の紹介を行い、アマンダさんとリンキン君は日本語で自己紹介と学校
紹介をしてくれました。子供たちは「英語を使うのは恥ずかしかったけど、楽しかった。」と話し、子供たちにとっ
て、学んだ英語で実際に現地の人と会話をするいい機会となりました。
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伊平屋産ドラゴンフルーツを使用したアイス 「ドラゴンのキス」 売上金寄

野甫 ・ 伊平屋中学校 2 年生が村に寄附。

野甫・伊平屋中学校 2 年生が、自分たちで開発した伊平屋産ドラゴン
フルーツを使用したアイス「ドラゴンのキス」の売り上げ金 62,840 円
を伊平屋村の活性化の為に使ってほしいと伊平屋村役場を訪れ、寄附金を
伊礼清副村長に手渡しました。
9 月にコープ首里店・アップルタウン店・牧港店の３店舗で販促体験を
行い、自分たちでお客様対応し販売した際の売上金で、野甫中学校 2 年
生の前田大輝君は「僕たち 2 年生は売上金の使い道について
話し合いました。その中で伊平屋村に来た人たちに楽しんでも
らうために、ポートターミナル内に大型の水槽を設置すること
や暗いところが多いので安全のための街灯の設置等の案がでま
した。私たちの希望としてはこのような形で使ってくれると嬉
しいです。また、そのような使い方以外でも村の活性化の為に
使って頂きたいです。」とみんなの思いを伝えました。
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海洋博公園植物スタッフによるラン教室

小学校で 「ラン教室」 開催。

海洋博公園の植物専門職員 2 名によるラン教室が伊
平屋小学校体育館で行われました。植物の栽培を通して
子どもたちにランという植物を学んでもらい、植物を身
近に感じて育てる楽しさを知るきっかけづくりになれ
ばと行っているもので、伊平屋幼稚園、伊平屋小学校、
野甫小学校の児童生徒ら約 100 名が参加しました。様々
な種類のランについて説明があり、子供たちも興味津々
で積極的に質問していました。チョコレートの匂いがす
るという「オンシジウムシャリーベイビー」という名の
ランの匂いを実際にかいで「いい匂いがする！」「チョ
コレートの匂いがする！」とおおはしゃぎでした。最後
は子供たちにランの鉢植えが渡され、子供たちが育てて
咲かせたランは平成 30 年 2 月 3 日～ 12 日の沖縄国際
洋蘭博覧会で展示される予定となっています。

12/26-27

平成 29 年度公立大学法人名桜大学地域貢献活動等支援金 「てるしの応援隊」 活動

名桜大生が高齢者宅の清掃をお手伝い。

名桜大学看護学科の学生・教員５名が伊平屋村の高齢者宅へ訪問
し、お正月前の清掃ボランティアを行いました。これは名桜大学が
学生に離島における生活の現状や保健活動、介護予防活動について
ボランティア活動を通して実際に体験させ、将来、離島における看
護も視野に入れた看護専門職としての広がりを期待し行っている
活動です。今年度は、旧盆前に 1 度、今回が 2 度目の訪問で、前もっ
て保健師が承諾を得た高齢者宅へ訪問し、旧盆や正月を整った自宅
で安全・安楽・快適に迎えられるように、特に希望の高い箇所の清
掃や庭の草刈り、台所の片付け、部屋の片付け等を行いました。
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1/10-11

村内幼小中学校 新春書き初め会

新年書き初め会。墨で遊ぼう。

野甫小中学校は 10 日、伊平屋小中学校は 11 日に各学校
の体育館で書き初め会、伊平屋幼稚園では 11 日に園児が筆
と墨を使って自由に絵や文字を書きました。
書き初め会には東恩納安弘先生を講師としてお招きし、各
学年の課題の書き方を指導して頂き、生徒たちは何度も何度
も練習し、課題の作品を書き上げ、「難しいところも分かり
やすく指導して頂き、いい作品を書くことができた。」と話
しました。

講師の東恩納安弘先生

野甫小中

伊平屋小

伊平屋幼稚園

伊平屋中
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伊平屋小 ・ 野甫小学校 6 年生 租税教室

税金について知る。

名護税務署より小笠原裕一さんを講師としてお招きし、伊平
屋小・野甫小 6 年生を対象に租税教室が伊平屋小学校で行わ
れました。テーマは「もし税金がなくなったらどうなるのか」
についてで、生徒たちは税金が学校の教科書、椅子、机、普段
使用している道路や橋の建設、消防等に役立てられていること
を学びました。野甫小の玉城愛さんは「（火事が起きた時）消
防士にお願いできなくなったり、公園が管理できなくて遊ぶと
ころがなくなったりするので、大人になったらちゃんと税を納
められるようにしていきたいなと思いました。お父さん、お母
さんや地域の人たちも税金を払っているということなので、い
つも感謝して学校に行きたいなと思いました。」と話しました。
最後に 1 億円のお札の束も見せて頂き、持ち上げたりして「重
たい」と実物の重さを確かめました。
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税の申告時期です。

「申告期間」
申告書は正しくお早めに！ 平成 30 年 2 月 15 日（木）～ 3 月 15 日（木）
○村民税・県民税及び所得税確定申告の相談を、事前指導含め 2 月 15 日～ 3 月 15 日に開催します。
＊お願い＊
・申告は自分で計算して申告する「自書申告」です。
・農業の収支内訳書や医療費に関する計算は、必ず事前に整理の上、領収書、帳簿、控除に必要な証明書、
印鑑を忘れずにお越しください。

※各字公民館での申告相談などの日程は後日、村防災無線にてお知らせ致します。
○期限内に必ず申告を！
提出された申告書は、所得証明、年金、福祉医療、保育所入所や公営住宅入所などの手続きの際に必要な資料となります。
申告をされないとこれらに関する諸証明書が発行できません。諸証明が必要になった時に申告するのは避け、期限内に申告
を行いましょう。
○確定申告や村・県民税申告の医療費控除が変わります。
平成 29 年分の確定申告などから医療費控除が変わります。今まで医療費控除をしたことがない人にも関係するので事前
に確認しておきましょう。
「医療費控除の明細書」が必要です。 セルフメディケーション税制（医療控除の特例）が始まります。
軽度な体の不調を自ら手当てすることを目的に一部市販薬を購入した時に、医療費控除の特例が受けられるようになりま
した。従来の医療費控除と同時に利用することはできないので注意して下さい。
【お問い合わせ】伊平屋村役場会計課（税務係）TEL:098-46-2834

寄附・寄贈
金城トヨさんカジマヤー祝の一部を
社会福祉協議会へ寄附

伊平屋村漁業協同組合より
伊平屋村学校給食センターへ寄贈

12 月 27 日、金城トヨさんより、カジマヤ祝いの一部

12 月 21 日、伊平屋村漁業協同組合より伊平屋村学校

を伊平屋村社会福祉協議会への寄附として、息子夫婦の

給食センターへもずくが寄贈されました。伊平屋村漁業

金城時正さん・洋子さんより伊礼幸雄村長に寄附金が手

組合の皆さん、ありがとうございました。

渡されました。金城トヨさん、ありがとうございました。

あなたに夢を。 街に元気を。

宝くじは地域コミュニティ活動を応援します。
㈶自治総合センターは、宝くじの普及広報受託事業収入を原資に一般コミュニティ活動助成事業や青少年健全育成助成金
等を実施し、地域活動を支援しています。
伊平屋村では、これまで緑化整備事業、各集落の放送機器整備、子供会活動用具整備等数多くの助成事業を導入してきま
した。平成 29 年度は野甫自治会の芝刈り機、エンジンブロア、業務用炊飯電子ジャー、洗濯機等を購入いたしました。

芝刈り機

エンジンブロア

炊飯ジャー

洗濯機
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毎月、 伊平屋島の広報誌をお届けします。

戦没者等のご遺族の皆さまへ（厚生労働省よりお知らせ）

「広報いへや」 購読者募集！

第十回特別弔慰金の請求
期限が近づいています。

金

額：年間 1,000 円

※振込手数料別

振 込 先：JA おきなわ伊平屋支店
普通口座：番号

伊平屋会計管理者

0049325

振込期間：平成 30 年 2 月 1 日（木）～
※お振り込みが確認された方について、平成 30 年度（平
成 30 年 4 月号から平成 31 年 3 月号まで）の「広報い
へや」を毎月送付させて頂きます。

支給対象となる方：
平成 27 年 4 月 1 日（基準日）において、「恩給法によ
る公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺
族年金」等を受ける方（戦没者等の妻や父母等）がいない

【お問い合わせ】
伊平屋村役場総務課

平成 30 年 4 月 2 日 （月） までに、 ご請求ください。

TEL:0980-46-2001

場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰
金が支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で

沖縄県レディース全国へ

１．平成 27 年 4 月 1 日までに戦傷病者戦没者遺族等援護

12 月 9・10 日に熊本県で行われたサッカーの第 29

法による弔慰金の受給権を取得した方

回九州レディース大会・全国レディース大会九州地域予

２．戦没者等の子

選に伊平屋村の譜久村美波さんと光延さちさんが沖縄県

３．戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹

のチームで出場し、3 位に。3 月に静岡県で行われる全

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件
を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

国大会へ出場することになりました。

４．上記１から３以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等）
※戦没者等の死亡当時まで引き続き 1 年以上の生計関係
を有していた方に限ります。
支給内容：額面 25 万円、5 年償還の記名国債
請求窓口：お住まいの市区町村の援護担当課
詳しくは伊平屋村役場住民課までお問い合わせください。
【お問い合わせ】
伊平屋村役場

住民課

TEL:0980-46-2142

あわいし

島尻の神あしあげと野甫の粟石

伊平屋村には我喜屋地区と島尻地区に伝統的な形を残した神あし
あげがあります。今回は島尻の神あしあげと柱の材料として使われ
ている野甫島で採れる粟石について紹介します。
島尻の神あしあげは地区の中心にある殿地の敷地内にあります。
りゅう きゅう こく そう え

ず

厚みのある茅葺き屋根を野甫島で採れる粟石の 8 本柱で支えています。18 世紀の地図（琉 球 国惣絵図）によ
れば首里から来た船の入る港は島尻にあります。言い伝えによれば首里のノロが神あしあげで休憩したり身支度
したりしたとされ、そのためなのか殿地近くに馬乗り岩と馬折り岩が残されています。島尻から北の我喜屋、田
名に馬に乗って向かったと思われます。
野甫の粟石は砂質石灰岩です。沖縄本島の粟石と比べると砂の分量が多いのが特徴です。粟石は加工がしやす
く切り出したばかりの時は野甫島の砂浜と同じような真っ白な石で大変美しい石材です。野甫島では屋敷囲いの
石材として使われるのが一般的です。水道が通っていなかった時代は、伊平屋島の水と交換する物としても使わ
れていました。
8

12/3

伊平屋幼稚園 ・ 小学校学習発表会

今だけだ。 最高の演技創り出せ！

伊平屋幼稚園・小学校の学習発表会が伊平屋小学校体育館で行われました。学習発表会は子どもたちの自主性と
創造性を伸ばす学習の総合的な表現の場となっており、今年は『今だけだ。最高の演技創り出せ！』のテーマの下、
練習に励んできた子どもたちが、ダンス、音読劇、オペレッタ、体育、合唱、創作劇などを会場に観に来た保護者
らの前で元気いっぱい、堂々と披露しました。
幼稚園

５年生

３年生

１年生

２年生

６年生

４年生

12/8-9

島発ち発表会

高めよう自分の可能性を ! 深めよう島んちゅの絆を !

伊平屋村学力向上推進委員会の実践発表会「島発ち発表会」が
離島振興総合センターで行われました。１日目には元琉球大学教
育学部非常勤講師の上地多恵子氏をお招きし、島発ち教育を支え
る「学校、家庭、地域の役割」と題して講演会が行われ、「子供
は一人で育てることはできません。学校、家庭、地域、みんなで
力を合わせてこういう子供を育てようと確認しながら子供を育ん
でいってください。」と話されました。２日目は、伊平屋中学生
全員による合唱、海外短期留学報告、英語デイキャンプ報告、子
ども会活動報告（田名）が行われました。村民体育館では老人会、
婦人会、青年会などの制作物や取組、活動紹介などが展示され、

展示の部

会場を訪れた人たちは話をしながら作品を見ていました。
海外短期留学報告

英語デイキャンプ報告
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12/15

野甫小中学校学習発表会

野甫っ子宝箱。

野甫小中学校の学習発表会が野甫小中学校体育館で行われました。第一部の小学生は「野甫っ子の宝箱」をテー
マに朗読、
「レット・イット・ゴー」の合奏、東大訪問・ディズニー研修の発表、跳び箱運動・マット運動、群読「ま
つりだわっしょい」を披露しました。第二部の中学生は中学 2 年生が職場体験について、中学３年生がディズニー
研修についてそれぞれ発表しました。第三部の小中合同の発表では「アクシデントアイランド」（ゲーム、スマホ、
マンガを読んでバラバラに過ごしていた子供たちが魔法使いの誘いで 1 週間の無人島生活を送ることになり、道具
もない中で最初は喧嘩したりしながらも互いに協力して生活するストーリー。）という劇を堂々と演じました。会
場には子供たちの作品なども展示されました。駆けつけた保護者らは子供の成長を感じる一日となりました。

12/18-22

ゆんたく会

みんなで伊平屋村について考える。

12 月 18 日から 5 日間、各字公民館で伊平屋村役場総合推進室主催のゆんたく会が行われました。「伊平屋村が
より良くなるために」をテーマに、参加者は「行事の精選をしてほしい」「お年寄りの居場所づくり」「空家の活用」
など自由に要望や意見を出し合いました。ゆんたく会は今年で３年目をむかえました。これらの意見を総合推進室
で分析しまとめ、村の色々な計画に生かしていきます。
我喜屋ゆんたく会

前泊ゆんたく会

田名ゆんたく会

我島尻ゆんたく会
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野甫ゆんたく会

編集発行 〒 905-0793 伊平屋村字我喜屋 251 番地 伊平屋村役場 総務課

ゆんたくいへやごはん
▼▼▼ Cafe Fujita( 藤田食品 ) ▼▼▼
藤田食品の藤田さんが経営する Cafe Fujita
は産業連携拠点センター内にある。 元々はケー
キやパンを自宅で作っていたが、 産業センター
が OPEN したタイミングでセンター内に食事がで
きるお店を OPEN した。 自家製もずく麺の塩軟
骨ソーキそばがおすすめで、 ランチメニューは
このソーキそば、 カレーライス、 カツカレー、 タ
コライスがグランドメニューとなっている。 不定
期ではあるが、 パスタやオムライス、 丼ものも

TEL.0980－46 －2001 FAX.0980－46－2956

「現在は不定期なメニュー、営業で
ご迷惑をおかけしておりますが、皆
様の御来店お待ちしております。
現在、カフェで働けるスタッフさん募
集中です！」と店主の藤田淳志さん。

展開している。 食事に 『＋ 0 円』 で大盛りかラ

伊平屋村字我喜屋 217-27
☎ 0980-46-2464
（店主不在の際は出ることがで
きませんのでご了承ください。）
ランチタイム
日・月・火・水
12：00 ～ 14：00
カフェタイム
土・日・火・水
16：00 ～ 17：30
不定休

イス付かデザート付が選べる。 デザートは杏仁
豆腐、ミルクプリン、カスタードプリン等、日替り。
カフェタイムにはコーヒー、カフェオレ、紅茶、ケー
キなどもある。 前もって予約すれば、誕生日ケー
キやクリスマスケーキなども注文できる。

印
   刷 有限会社フォレスト TEL.098-93-5155

伊平屋村の行事予定表
2 月 February
2日
3日
6日
8日
9日
11 日
12 日
14 日
16 日
17 日
19 日

金
土
火
木
金
日
月
水
金
土
月

保育所節分
伝統文化学習発表会
予防接種
ミニデイ（我喜屋）
ミニデイ（前泊）
建国記念の日
振替休日
乳幼児健診
こころの健康相談（PM）
こころの健康相談（AM）
ミニデイ（田名）

schedule
3 月 March

1 日 木 県立高校卒業式
2 日 金 保育所ひなまつり
5 日 月 ミニデイ（田名）
6日 火
7日
9日
10 日
12 日
15 日

水
金
土
月
木

16 日 金

県立高校入試
ミニデイ（島尻）
予防接種

県立高校入試
伊平屋村議会（定例会）開会

卒業式（伊平屋中）
卒業式（野甫小中）
ミニデイ（我喜屋）
卒園式（幼稚園）ミニデイ（前泊）
こころの健康相談（PM）

20 日 火

予防接種
ミニデイ（島尻）

17 日 土 こころの健康相談（AM）
19 日 月 卒業式（伊小）

21 日 水

伝統文化の日
弁当の日

20 日 火

26 日 月 ミニデイ（野甫）
27 日 火 ミニデイ（我喜屋）
国保税納期限（第 6 期分）
28 日 水
固定資産税納期限（第 4 期分）

終了式（3 校）
予防接種

21 日 水 春分の日
24 日 土 保育所卒園式
29 日 木

教職員離島の日
ミニデイ（前泊）

30 日 金 ミニデイ（田名）

伊平屋村人口動態 ( 平成 29 年 12 月末現在）
総人口 1,258(－2) ／男 676(＋1) ／女 582(－3) ／世帯数 593(±0)

