
Sunnaちゃん
第２弾　販売中！

LINE スタンプ

日常で使えるスタンプ！みんな使ってね！日常で使えるスタンプ！みんな使ってね！

LINE STORE「クリエイターズスタンプ」から購入できます。
全２４種　１２０円

友だち募集中！恩納村公式ＬＩＮＥ

イベントや災害情報、行政
情報など恩納村に関するさ
まざま情報をお届けします。

ＱＲコードをスマホで読み込み
「恩納村ＬＩＮＥ公式アカウント」を友だち登録します。

■登録方法
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国道 58 号では通行車両が増えるシーズンとなり、交通事故の増
加が懸念さることから５月７日、おんなの駅において「ゴーヤー
作戦」が行われました。
石川地区交通安全ボランティアの方々や関係者がおんなの駅を

訪れた来客者にゴーヤージュースを配布し、交通事故防止の呼び
かけを行いました。

４月 15 日、故　喜屋原貞雄氏（元喜瀬武原小
中学校校長）が多大な功績を称えられ令和２年９
月に高齢者叙勲を受章したことを受け、妻の喜屋
原紀子氏（恩納出身）が恩納村教育委員会を表敬
し、受章した喜びと現役当時を懐かしむ話で盛り
上がりました。また、紀子氏からは同日、恩納村
教育委員会へ金一封の寄付がありました。
 寄付を受けた當山欽也教育長は「人財育成に

活用させていただきます」と感謝を述べました。

５月 10 日、うんな中学校２年生の玉城豪華
さん、３年生の樋口大弥さんが役場を訪れ、第
26 回九州高等学校・中学校ゴルフ選手権大会
沖縄代表としての出場を報告しました。各県地
区選考会では、玉城さんが女子の部１位、樋口
さんが男子の部３位の成績となっています。
玉城さんは、「自分が持てる限りの力を出だ

したい」と話し、樋口さんは「目標に向かい、
全力でプレーします」と抱負を語りました。

相談日
毎週水曜日　8：30～ 12：00　
( 恩納農業技術支援センター )
第１・３・５金曜日　8：30～ 12：00　
( 恩納農業技術支援センター )
第２・４金曜日　8：30～ 12：00
　( 山田農業技術支援センター )
※午後は現場調査や会議等で外出することがあります。

令和 2 年度の「恩納村サンゴのむらづくり応援基金」への寄付金は
3,667,900 円となり、多くの方にご支援いただきました。ありがとうご
ざいます。
いただいた寄付金の一部を 3 月 5 日サンゴの日に行っている「恩納村

Save The Coral プロジェクト」のサンゴ苗の植え付けや、「ソフトバンク
　恩納村　未来とサンゴプロジェクト」で植え付けたサンゴのモニタリン
グ等に活用させていただきました。
今回の定点観察では目立った死滅箇所はなく、順調に育っていました。

サンゴの日には 350 本のサンゴ苗を植え付け、陸域では赤土流出防止対
策としてグリーンベルト（ベチバー）を畑の周りに植栽し、ビーチでは大
量に流れつく漂着ゴミなどを拾うビーチクリーンを行いました。村民・事
業者から多くのみなさまにご参加いただき、環境保全への関心の高さがう
かがえます。
また、「サンゴの村宣言」のキャラクター Sunna（さんな）ちゃんの LINE スタンプとポーズバリエーショ

ン第 2弾が完成し、可愛らしい表情で「サンゴの村宣言」を PRしています。
みなさんも日頃からゴミの分別、環境負荷が少ない素材、リサイクル素材などでできた商品を購入する、

といった身近なところからできる、脱プラスチックなライフスタイルを取り入れてみましょう。

サンゴ基金寄付金の報告

恩納村農業経営アドバイザーの喜久山守良氏が赴任しました。農業でお困りのことがありましたら、
ぜひご相談ください。

ゴーヤー作戦

恩納村農業経営アドバイザー紹介

人材育成へ寄付 ゴルフ選手権大会入賞報告

お問い合わせ：農林水産課　☎９６６－１２０２

　恩納村観光協会は、サンゴの村宣言の取り組み（サンゴ保全
啓発活動）を「サンナビープロジェクト」と命名し、2018年度
～ 2020年度の関連商品の売り上げの一部 224,145 円を恩納村
サンゴ基金に寄付しました。
　関連商品は、「恩納村オリジナルフレーム切手」、「サンゴに優
しい日焼け止め」、「ミネラルウォーターサンゴにやさ水」に加え、
数量限定の「ワッター (What a) ナイス エコバッグ～ save our 
coral ～」も新たに完成しました。おんなの駅なかゆくい市場や
万座毛周辺活性化施設、恩納村観光協会にて販売しています。
寄付金内訳：恩納村観光協会 127,510 円
　　　　　　(株 ) 琉仁カスタマーサービス 96,635 円 ( 自動販売機サンゴにやさ水販売分 )

お問い合わせ：恩納村観光協会　☎966-2893

サンゴ基金へ寄付
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　新型コロナウイルス感染症が村内の消費活動に与える影響を緩和するとともに、売り上げが低下した村内
農水産業、村内事業所を応援するため、村内事業所で利用できる景気回復支援商品券を発行します。

　新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少している村内事業所を対象に、今後の事業継続を支援する
ために家賃に対する支援事業を行います。

①令和２年 12 月末日までに納期限が到来した市町村民
税等に未納がないこと。
②村内に事業所・店舗を賃貸していること。ただし、倉庫、
駐車場、福利厚生施設等は対象外です。
③新型コロナウイルス感染症の影響により売上が以下の
各々の場合で 20％以上減少していること。

（ア）2019年 12月までに開業の場合
2019 年１月～ 12月のいずれかの月の売上げと
2020年同月売上げと比較。

（イ）令和２年（2020年）１月以降開業の場合
開業時に計画していた１ヶ月あたりの売上を令和
３年１月から５月のいずれかの月の売上げと比較。

・令和３年４月１日現在、恩納村の住民基本台帳に記録されている方
・令和３年４月１日以降、同年９月 30日までに生まれ、住民基本台帳に登録した方

対象者

使用方法

使用期間

商品券の
内訳

商品券の
発送

令和３年６月１日～９月 30日

●ご注意ください！　指定ごみ袋の購入は商品券の使用対象外となっています。

お問い合わせ：商工観光課　☎９６６－１２８０　／　恩納村商工会　☎９６６－８２５８

・村内加盟店でご利用いただけます。（ステッカー、のぼりが目印）
・おつりは出ません。
※同封チラシで注意事項をご確認ください。

・対象者１人につき 5,000 円（１枚あたり 500円）
・3,500 円分の「共通商品券」と 1,500 円分の「農水産物用商品券」の１セット

・６月中に世帯全員分を世帯主宛に簡易書留で郵送します。受取にはサインが必要ですので、受
領タイミングは世帯ごとで異なります。

・全世帯送付されるには時間がかかります。ご了承ください。

●商品券は無料で村から送付します。村からお金の要求をすることは一切ありません！
●送料・発行費用などのお金を要求するものは詐欺です！
●お金を要求されたときは、役場又は警察に相談してください。

商工観光課　☎９６６－１２８０　石川警察署　☎９６４－４１１０

特殊詐欺にご注意ください！

恩納村景気回復支援商品券

村内事業所家賃支援事業

対象事業者
●賃料が発生している令和３年４月及び５月分の
２ヶ月分。
●１店舗１ヶ月あたり10万円を上限とする。

支援金額

令和３年６月１日～令和３年９月 30日
申請期間

●恩納村商工会へ交付申請書兼請求書（様式第１
号）及び添付書類を提出する。
●恩納村商工会を通して口座振込とします。
●交付申請書兼請求書は村ホームページからダウ
ンロードするか、商工観光課又は恩納村商工会
でお受け取りください。

申請先及び支払方法

以下の①・②を全て満たすこと

接種１回目
３週間（21日）あけて

２回接種することで
望ましい効果がえられます

接種後も感染対策を！！

接種の日程など相談
（健康保険課　健康づくり係）

●何年も効果が持続するのかはまだ不明
●多くの人がワクチン接種完了するまで時間がかかる

感染対策は
いままで同様

継続をお願いします。

接種２回目 接種後

２回目は接種できません
１回目のワクチン接種で
アナフィラキシー

✓

他のワクチンを２週間以内に接種
明らかに発熱（37.5℃以上）
重い急性疾患にかかっている
（ひどい風邪症状や胃腸炎症状など）

✓
✓
✓

重症化予防効果あり
高齢者への有効性も高い

✓
✓

こんな人は接種できません

ワクチンの効果って？

主な副反応

●副反応の相談は、沖縄県新型コロナウイルスワクチン専門相談センターへ　☎８９４－４８５６

１～２日後に
出ることがある

（ファイザー社） 発症予防効果

発症するリスクが１/20

新型コロナワクチンは非常に効果の高いワクチンです！

95％
未
接
種
100

接
種
５

100 人中 95 人に効くという意味ではなくて接種
した人の発症率が接種しなかった人の発症率より
95％少ないという意味
●他のワクチンだと
　インフルエンザワクチン50％　/　麻疹ワクチン95％

ワクチンの

副反応って？

副反応はワクチン接種が原因で起こる反応のことです。
頻度は日本人が特に多いということはありません。１回目より２回目接種後により強く起こり
やすいですが、十分な免疫をつけるには２回接種が望ましいとされています。また、このワク
チンを接種しても人の遺伝子に影響が出ることはありません。

接種した１～２日後に副反応が出現することがありますが、ほとんどは
３日以内に回復します。
特に２回目接種後は発熱を含めた副反応が起きやすいので、接種当日と
翌日は、可能なら予定を空けておくことをおすすめします。

いつ
出る？

主に接種部位の痛み・だるさ・頭痛・筋肉痛・発熱などがあり、発熱以外
に悪寒や関節痛が出る場合も。接種直後の痛みはそれほど強くありません。
発熱時は解熱剤を使っても構いません（ワクチンの効果は下がりません）。
解熱剤はアセトアミノフェンを含むものがおすすめです。

どんな
症状？

●接種時の痛み
●だるさ
●頭痛
●筋肉痛
●寒気
●発熱
●接種部位の腫れ
●関節痛
●吐き気

新型コロナウイルスワクチン
どんな流れ？接種費用は無料！ 副反応は？効果は？

お問い合わせ：健康保険課　健康づくり係　☎９６６－１２１７
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お問い合わせ　恩納村文化情報センター　☎９８２－５４３２

　文化情報センターに関する情報は、
ホームページやＳＮＳで確認できます。

ホームページ Facebook インスタグラム

文化情報センターだより
おすすめ本

『身も心もゆるめるおうち整体』　片山洋次郎／著
４月から新しく始まった学校や職場には慣れたでしょうか？環境に慣れると、それまでの緊張から

解放されて、疲れが一気に出る時があります。そんな疲れを癒して、心も体も「ゆるめる」本を紹介
します。深呼吸で緩める準備をして、徐々にストレッチや腰をゆらす運動でほぐしていくというのが、
一連の流れです。リラックス効果にくわえ、集中力を高めることもできるそうです。心身共に体調を
整えたいという方は、この本を参考にしてみてはいかがでしょうか。

【イベント】
『平和のおはなし会』

【児童向けの「お仕事コーナー」設置しました！】

恩納村文化情報センター 6 月の休館日 

【休館日】7日、14日、17日、21日、24日、28日

【資料整理日】17日

●文化情報センターに関する情報は、ホームページや SNS で確認でき
ます。

6 月 23 日は「慰霊の日」です。戦争と平和に関するおは
なし会を行います。併せて関連する本を展示予定ですので、
ぜひお立ち寄りください。

6月 23日（水）　11：30～（30分程度）
恩納村博物館１F研修室
読み聞かせサークル　ぼーの
無料
恩納村文化情報センター

日 時
場 所
読 み 手
参 加 費
主 催

※マスクの着用、入館時の検温、手指の消毒など、新型コロナ
感染症対策に留意して行います。ご協力をお願いします。

　児童書コーナーに、「お
仕事コーナー」を作りま
した。このコーナーでは、
様々な職業や就職・企業
について学べる本を集め
ました。あこがれの職業
から “未来の仕事” まで、
世の中にはたくさんの職
種があり、色々な働き方

があります。将来に向けて、やりたい仕事の参考
に役立つと思います。

【2020年度ベストリーダー TOP10】
2020 年度に、恩納村文化情報センターでたくさん読まれた本を紹介します。

―無料で受診することができますー

お問い合わせ：福祉健康課　健康づくり係　☎９６６－１２１７

◆20歳～ 79歳で受診券が届いていない方
　４月以降に恩納村へ引っ越してきた方や受診券通知を中断されている方は、受診券が郵送されていない場合が
　あります。受診券発行を希望する方は、ご連絡ください。
◆80 歳以上の皆さまへ
　受診券は送付されません。受診を希望の方は、お問い合わせください。

乳がん検診 子宮頸がん検診

30 ～ 39 歳

問診、乳房超音波検査

20 歳以上

問診、視診、細胞診

40 歳以上

問診、マンモグラフィ検査

受診券（ピンク色）
※無料クーポン券対象者は、必ずクーポン券も一緒にご持参ください。

検診種類

対 象

内 容

持 ち 物

集団検診
近くの公民館や総合保健福祉センターで受診！

乳がん検診は予約制（定員有）

※令和２年５月～令和３年１月中に集団健診会場
で乳がん検診を受診した方は、今年度は個別検
診の受診となります。

個別検診

受付時間　13：30～ 14：30
お知らせ

日　程 会　場
名嘉真多目的施設
総合保健福祉センター
仲泊小学校　校舎内
総合保健福祉センター

山田公民館
総合保健福祉センター

●乳房超音波検査は総合保健福祉センターでのみ
実施。
●授乳中の方やペースメーカーを挿入している方、
豊胸手術をされている方は、乳房超音波検査が
対象。
●乳がん検診の予約は、健康保険課までご連絡く
ださい。

自覚症状（乳房のしこり・分泌物、不正出血等）
がある時は、検診ではなく早めに医療機関を受
診しましょう。

●受診方法や日程等の詳しい内容は、恩納村けん
　しんガイドブックや受診券、又は同封されたチ
　ラシをご確認ください。
●新型コロナウイルス感染症の状況により延期ま
　たは中止になることがあります。
　詳しくは村ホームページご確認ください。

自分のスケジュールに合わせて受診！
医療機関に直接予約しましょう！

受診期間
医療機関
お知らせ

令和３年５月１日～令和４年３月 31日
恩納村指定の医療機関でのみ受診可能。
授乳中やペースメーカーを挿入している方、
豊胸手術をされている方は、乳房超音波検
査が対象。

R３年

R4年

５月 20日（木）
６月 21日（月）
８月 ２ 日（月）
９月 17 日（金）

１０月 25 日（月）
１月 20日（木）

積極的その日暮らし
瞬読
はじめての仏像彫刻
気になる仏教語辞典
ソウル・サバイバー
沖縄図鑑
wildriver's S－world
鉄人講師が明かす
三羽邦美の漢文ルール
図で考えれば解ける！
本当は面白い「微分・積分」
嫌われる勇気

1
2
2
2
2
2
2

19
18
18
18
18
18
18

順位 順位一般書 貸出回数

順位 貸出回数

貸出回数
地中世界のサバイバル１
日本史探偵コナンシリーズ 2 ④
縄文時代へタイムワープ
シンデレラすてきなドレス
どうなっているの？
からだたんけん
どっちが強い！？
オオツノヒツジVSバイソン
戦国時代のサバイバル
日本史探偵コナンシリーズ 2 ③
本能寺の変へタイムリープ
どっちが強い！？ゾウVSサイ

天空の城ラピュタ
千と千尋の神隠し
ファインディングニモ
もののけ姫
アナと雪の女王
となりのトトロ
だいすきＡＢＣ

13
12
12
12
11
11
11

視聴覚

児童書

1
2
2
2
5
5
5

順位 貸出回数
1
3
3
3
3

暗殺教室 17
ドラえもん ジャイアン編
ドラえもん ドキリ風刺編
暗殺教室 19
ドラえもん しずか編
こちら葛飾区亀有公園前
派出所　大入袋 ５
ドラえもん スネ夫編

20
18
17
17
17

マンガ

2

3

3

18

17

17

1
2
3
3

4
4
4
5

4

4

25
21
20
20

19
19
19
18

19

19

3
3

17
17

※乳がん検診は、予約が必要となります。健康保険課窓口またはお電話にてお申し込みください。

６月 21日（月）　13：30～ 14：30（受付時間）
総合保健福祉センター

日 時：
場 所：

終了しました。

：
：
：
：
：
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　「サンゴの村宣言」プロジェクトの Sunna ちゃんを活用
したアニメーションの第 2話が完成しました。
　第 2 話のタイトルは「おさかなはどこ？」。サンゴが直面
している危機を解決することをテーマに作成しました。温
暖化によるサンゴの白化現象をはじめ、オニヒトデの増加、
赤土の流入など、これまで起こってきたことに加えて、海
洋ゴミやマイクロプラスチックなど新たな問題が世界中で
起きています。困っている Sunna ちゃんを助けるために
何ができるか・・・みなさんも日々の生活の中でできるこ
とを考えてみませんか？
　また、第 1話「サンゴってなぁに？」のアニメーションが絵本になりました。恩納村文化情報センター
でご覧いただけます。おんなの駅と各書店でも販売中です。ぜひご覧ください！

普及啓発アニメーション第 2弾完成！

アニメーションはこちらから➡ お問い合わせ：企画課
　　　　　　　☎９６６－１２０１

第１話

第２話

使い捨ての電池は海洋環境にとって有害と言われています。
その理由は･･･
①正しく廃棄されない（埋め立てや海に捨てられているなど）
②電池が分解される際に、鉛や水銀等の化学物質が土や海に流
れ込む
③これらは最終的にすべて海に流れ、海を汚染し、海洋生物に
害を与える
最終的には汚染された魚や水を私たち人間が食べたり飲んだ

りすることになります。
このように化学物質は環境だけではなく、回り回って人や動

物の健康にも影響します。
電池は有害ゴミとして正しく廃棄（充電式やボタン型電池は

リサイクル協力店へ）し、できるだけ使い捨て電池ではなく再
充電が可能な電池を使いましょう。

　貝やサンゴなど、おみやげとなる海の生き物の多くは海の
中ではほかの多くの種類の生き物の生息地として利用された
り、自然に分解されることによって養分を生み出すなどサン
ゴ礁の生態系を維持する上で重要な役割を果たしています。
　海の生き物を使ったおみやげを買わなければ海洋生物がむ
やみに殺されたり収集されたりすることもなくなります。
　沖縄県においても造礁サンゴ類の採捕等が禁止されていま
す。海の中で生きているもの、折れて海に落ちているもので
原形をとどめているもの、サンゴの死がい、サンゴの卵が付
着した基盤などは採ってはいけません。
ビーチで見つけた貝殻やサンゴは持ち帰らないようにしま
しょう。

　Green Fins（グリーンフィンズ）とは、サンゴや自然環境にやさしいダイビングやシュノーケリン
グの国際的なルール・ガイドラインです。Green Fins のポスターを参考に、今回はこちらの 2 つのポ
スターから考えてみましょう。

「サンゴの村宣言」ＳＤＧｓプロジェクト

お問い合わせ：恩納村 SDGs 推進事務局（企画課内）　sunna.sdgs@gmail.com

× ＯＮＮＡ

　5 月 15 日、沖縄県出身で長野県白馬村議会議員・田中麻乃氏
による講演会「ジェンダー平等を女性議員の目線から考える」を
開催しました。
　長野県白馬村で議員になった経緯や議員活動をするなかで苦労
していることなどについて語りました。
　人口は男女ほぼ同数だが議会議員など男性の数が圧倒的に多く、
女性の意見が反映されにくい現状であることや家族のサポートで
政治家として活動できているなどの経験談に参加者も聞き入って
いました。
　参加者を代表して元恩納村議会議員の當山君子さんは、「女性が活躍する村を目指して一歩ずつ取り
組んでいきましょう」と話しました。

ジェンダー講演会

海の生き物を使ったおみやげを見かけたことはありますか？

みなさんのご家庭で使われている電池は使い捨ての電池
ですか？

沖縄県造礁サンゴ類の採捕等の
禁止についてはこちらから→→→
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今回は『妊娠中のタバコ』についてお届けします。
ご家庭に妊婦さん、もしくは小さなお子さんがいる方は大切な人の健康を守るために知っておくと良いかもしれま

せんね。妊娠中の喫煙はママの妊娠経過へも悪影響を及ぼし、お腹の赤ちゃんの発育や将来の健康問題にも結びつき
ます。

もし吸いたくなったら．．．．
　★まずは深呼吸を３～４回。少しの時間、我慢してみましょう。
　★お茶やガムを口にしてみる。
　★散歩や場所を変えてみる。
　★タバコの煙が充満している場所へは近づかないことも重要です。

禁煙は簡単な事ではありませんが、子どもが欲しいな～と思ったら、妊娠が分かったら、妊婦さんを含め周囲（家族）
の方も禁煙について真剣に考えてみましょう！

R1~R2 年度の母子手帳発行時の喫煙状況です。
妊娠を機に禁煙を頑張ったママもいます。
えらい！！！
意外と同居している方の喫煙が多いですね。

第１期

固定資産税

村県民税

軽自動車税

第２期 第３期 第４期

お問い合わせ
税務課　☎９６６－１２０６

納税は口座振替が便利です。
8月２日

6月3 0日 ８月3 1日

5月3 1日

5月3 1日

1 1月 1日

1 2月 2 7日

令和4年
1月 3 1日

令和4年
2月 2 8日

６月は村県民税第１期の納期となっています。

　手続き方法につきましては、税務課
までお問い合わせください。

●午前８時現在に路線バスが運休の場合
午前中のごみ収集は行いません。
●正午までに路線バスの運休が解除されない場合
その日のごみ収集は行いません。次回の収集日に出し

てください。
●午前８時から正午までに路線バスの運休が解除された
場合
午後２時より収集を行います。

●各地区のごみの回収時間は決まっていません。
●ごみは必ず収集日の朝８時までに出してくだ
さい。
※前の夜には出さないこと。犬・猫・カラスが
散らかします。

― ご協力お願いします ー

お問い合わせ：村民課　☎９６６－１２０５

ごみ出しの時間について 台風時のごみ収集について

ごみの出し方について

「歯と口の健康週間」６月は

歯と口の健康を守るポイント 歯みがきの３つのポイント

キシリトールを上手に使おう！

①毎食後、寝る前に歯磨きを忘れずに！
②歯磨きに合わせてフッ素やデンタルフロス等を活用
しましょう。
③ダラダラ食いは虫歯の原因に。
　食事やおやつを食べる時間を決めましょう。
④かかりつけの歯科医院をもち、定期的（３～６か月
に１回）に歯科検診を受けましょう。

キシリトールは、白樺などに含まれてる成分からできた天然甘味料です。最近ではガムやタブレットなどのお
菓子に含まれることが多くなりました。キシリトールの良い点は、続けてとっていると、むし歯の原因菌の活性
が弱まっていくことです。さらにキシリトールガム・タブレットは唾液の分泌を促し、それにより歯の再石灰化
を助ける働きもあるので、食後や寝る前などにとると効果的です。
しかし、キシリトールガム・タブレットを食べていれば、むし歯を完全に防げるということではありません。

歯磨きをし、歯科医院に検診に行くようにしましょう。

毛先が広がっていない
歯ブラシで軽く力を入
れながら、小きざみに
動かして歯を磨く

磨き残しの無いように
決まった順番で磨く

歯ブラシの毛先を
歯面（歯と歯肉の境目、
歯と歯の間も）に
きちんとあてる

前期破水、前置胎盤、胎盤早期剥離などに
繋がりやすくなると言われています。
将来的には様々ながんの要因ともなりま

す。家族のためにママには元気でいて欲しい
な～。

SIDS の危険性が約 5 倍となることが分
かっています。

妊娠中のタバコって赤ちゃんにどんな影響があるの？

まずはスモールステップで！出来た
自分を褒めてあげましょう。

周囲の喫煙だ
けでもリスク
は上昇！

産まれてきた赤ちゃんへの影響

妊婦・ママへの影響
妊娠中の異常

乳幼児突然死症候群（SIDS）

将来の生活習慣病のリスク
脳血管障害、心疾患、糖尿病などの一因

となります。

沖縄県の調査では、非喫煙者と比較し、
喫煙妊婦さんから低体重の赤ちゃんは
1.5 倍多く産まれています。

胎児への影響

喫煙により胎盤や胎児への血流が減少
し、胎盤の機能が低下したり、胎児への
血流量が低下しやすくなります。慢性的
に酸素が不足してしまいます。

早産・流産のリスク

低出生体重児

禁煙成功のカギは家族の協力です！
同居しているご家族も一緒にチャレンジしてみましょう。

６月４日～ 10日は「歯と口の健康週間」

令和３年度標語　「一生を　共に歩む　自分の歯」

　歯と口の健康を保つことは、生涯を通じて自分の歯で食べる楽しみを味わうためだけでなく、バランスの取れた適
切な食生活を送ることを可能にし、肥満や糖尿病などの生活習慣病の予防など、全身の健康にも影響する重要なこと
です。
　「8020（ハチマルニイマル）」80 歳になっても 20 本以上自分の歯を保つことを目指し、この機会に歯と口の健康
について見直してみましょう。

今月のトピック

月トピ
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　現況届は、現在児童手当を受けている方の所得状況や児童の養育状況等を確認し、引き続き手当を受けられるかを
確認する大切な届出です。
　ただし、令和３年４月以降児童が 15歳以上（高校生相当）となる場合、手続きは不要です。

お問い合わせ：福祉課　地域福祉係　☎９６６－１２０７

※この届出の提出がない場合、６月以降の手当てが受けられませんのでご注意ください。
※６月 23日は慰霊の日で閉庁となります。

６月 8日（火）
　　～６月 17日（木）

６月 18日（金）
　　～６月 30日（水）

受付期間 受付場所対象行政区

北
部

南
部

名嘉真、喜瀬武原、安富祖、瀬良垣、
太田、恩納、南恩納にお住いの方

谷茶、冨着、前兼久、仲泊、山田、
真栄田、塩屋、宇加地にお住いの方

令和 3年度の国保税の納税通知書を 7月に送付します。
納付期限を過ぎると、督促手数料や延滞金がつきます。また、期限が切れた納付書では納付が出来ない為、納付書

再発行の手続きが必要となりますのでご注意ください。期限内納付が困難な場合は早めのご相談をお願いします。

納め忘れの無いよう、口座振替をおススメしています。役場窓口では下記の金融機関については口座名義人であ
ればキャッシュカードのみで口座振替手続きが可能です。

【・沖縄銀行　　　・琉球銀行　　　・海邦銀行　　　・ゆうちょ銀行】

増加する医療費に対応する為、令和2年度から継続して保険税率を引き上げております。
健康保険は相互扶助の制度であり加入者同士が助け合うことで成り立っています。

令和３年４月１日から保険税の税率が変更になります！

もしも、保険税を滞納し被保険者証の有効期限が切れてしまうと・・・ 

国民健康保険税は納期限内に納めましょう！

８：30～ 12：00
13：00～ 17：00

福祉課　地域福祉係

1期
8月 2日

8期7期6期5期4期3期2期
2月 28日1月 31日1月 4日11月 30日11月 1日9月 30日8月 31日

医療費給付分

後期高齢者支援金分

介護納付金分

5.86%

1.63%

1.44%

16,000 円

4,000 円

6,000 円

6,000 円

5,000 円

4,000 円

所得割 所得割均等割 均等割平等割 平等割

令和 2年度（旧税率） 令和 3年度（新税率）

6.26%

1.93%

1.76%

20,000 円

6,000 円

8,000 円

17,000 円

6,000 円

5,000 円

全額自己負担

沖縄を代表する海浜リゾート地恩納村、多くの旅人
を魅了するこの地には、かつて恩納ナビーという女流
歌人がいました。
琉球王国時代、恩納村の雄大な自然を背景に、熱い

想いを琉歌（うた）に込めたナビー。
250 年の時を超えて・・・
今度は、あなたが写真で表現してください。

プロ、アマチュアは問いません。どなたでもご応募できます。
応募者本人が 2020年 12月以降に恩納村内で撮影し、未発表のもの。
※他のコンテストで過去に入賞した作品および応募中の作品は応募不可とします。
※おひとりさま 3点までご応募できます。
1. 郵送（応募票に下記の内容をご記入の上、郵送してください）
お名前 / ご住所 / 生年月日 / 電話番号 / メールアドレス / 撮影場所 / 写真タイトル / コメント / どの
ように知ったか
2. 当サイト内のWeb用応募フォームよりご応募　http://onnanavi.org/
最優秀賞、優秀賞、万座毛賞、隠れたうんなの魅力賞、ニービチ　愛々　カップル賞、入選を選出します。
最優秀賞 1 名：賞金 3 万円　優秀賞 1 名：賞金 1 万円　万座毛賞 1 名：賞金 1 万円　隠れたうんな
の魅力賞 1 名：賞金 1 万円　ニービチ　愛々　カップル賞 1 名：賞金 1 万円　入選 5 名：恩納村特
産品
1. プリントの場合、2L サイズ
2. デジタルデータの場合、jpg 形式、4MB以内、縦横比 3：4または 2：3
撮影機材は問いません。単写真に限ります。
〒904-0411　沖縄県恩納村字恩納5973 番地（ー社）恩納村観光協会 写真コンテスト係
TEL 098-966-2893（ー社）恩納村観光協会 写真コンテスト係
2月初旬にHP等にて発表します。

恩納村（海・山・人・地域風景など恩納村で撮影した写真であれば何でも結構です）

応 募 資 格：
応 募 条 件：

応 募 方 法：

賞 品 ：

応 募 作 品：

郵 送 先：
お問い合わせ：
発 表 ：

【テーマ】

【実施内容】

【募集期間】
開始：2021年 4月 28日（水）
締切：2021年 11月 30日（火）

恩納村
【テーマ】

左：最優秀賞「この海が大好き」
右上：優秀賞「自然の残る海」
右中：隠れたうんなの魅力賞
 「昔ながらの散歩道」
右下：ニービチ　愛々　カップル賞「恋」

第 8回ナビーに届け！
うんなの魅力フォトコンテスト受賞作品

※後日、療養費の給付申請は可能ですが、一旦全額自己負担となります。

お問い合わせ：健康保険課　国保係　☎９６６ー１２１７
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暮らしの情報

ご芳志ありがとうございました。

ＯＩＳＴ職員　様

仲宗根　キク　様（故　仲宗根　正之　様）

一般寄付

香典返し

1 万 5千円

５万円

■恩納村社会福祉協議会への寄付者

お問い合わせ

お問い合わせ

暮らしの情報男　5,646（＋ 6）　　女　5,501（＋29） 計　11,147（＋35）　　世帯数　5,558（＋32）人口と世帯（2021年４月現在）

申 込 方 法

スケジュール 毎週水曜日 10：30～ 11：30
毎週金曜日 13：00～ 14：30
※祝日と年末年始
　（12月 29日から 1月 3日）を除く。

日　　　時
対象・人数
参 加 料

申 込 期 間

７月 17日（土）、18日（日）
小学生以上の家族　15人程度
大　人 １人 2,000 円
子ども 1 人 1,500 円
（食材費・保険料その他）

７月６日（火）～７月 13日（火）
9：00～ 17：00　電話にて申し込み

親子宿泊自然体験

お問い合わせ
沖縄科学技術大学院大学
地域連携セクション　
☎９６６－２１８４

沖縄県立石川青少年の家
☎９６４－３２６３お問い合わせ

　2021 年４月からオンラインでのキャンパスツアー
を開始しました。パソコンやスマホから OIST ツアー
に参加して、学内や研究室の様子を見ることができま
す。参加費は無料です。皆さまのご参加お待ちしてい
ます！（＊Zoomを使用します）

※キャンセルは 14日までに。その後はキャンセル料
が発生します。

ＯＩＳＴウェブページで
必要事項を記入し申込く
ださい。

●キャンパスで開催するすべてのイベント・見学は停
止中です。イベントの中止、延期措置の変更等につ
いてはホームページにてお知らせいたします。

お問い合わせ 具志川職業能力開発校　☎９７３ー６６８０

令和３年度　8月開講障害者委託訓練生募集

ＣＡＤオペレーター養成科（知識・技能） 介護技能習得科（実践）

「電波利用のルール」を守りましょう！
電波利用環境保護周知啓発強化期間　６月１日～６月 10日

電波利用のルールって？

STOP THE 不法電波！

知っていますか？
　電波利用のルール ①無線機器の利用には「適宜マーク」　　の確認を！

②電波の利用には、原則、免許が必要です！
③外国規格の無線機器にご注意！

お問い合わせ：総務省沖縄総合通信事務所　監視調査課　☎８６５－２３０８

経済センサス活動調査
　５月中旬から、村内の全事業所・企業を対象とした経済セ
ンサス活動調査が始まっています。調査員が調査票を配布し
てまいりますので、お手元に調査票が届きましたら、ご回答
をお願いいたします。
　この調査で得られた結果は、ＧＤＰ統計作成の基礎資料など
社会経済の発展を支える基礎資料として広く活用されますの
で、ご回答をよろしくお願いいたします。

経済センサス活動調査とは
　５年に一度行われる、日本国内の全事業所を対象とした基
幹統計調査です。６月１日を調査期日として、従業者数や売
上金額などを調査します。

企画課　☎９６６－１２０１

本県の海には、猛毒を持つハブクラゲが生息し、
一年のうち６月はじめ頃から人体へ影響を及ぼす大
きさに急激に成長します。この時期は、海水浴、マ
リンレジャー等で海への出入りが多く、刺症被害も
多く発生しています。
県では、６月１日から９月 30 日までの間、ハブ

クラゲ発生注意報を発令し、広く県民や国内外から
訪れる観光客に対し、ハブクラゲによる刺症被害を
未然に防止するよう呼びかけます。

・フクギ ・シャリンバイ
・ハイビスカス ・サンダンカ
・ブーゲンビリア ・クロトン
・ドラセナ
他種類もあります。

ハブクラゲに刺された場合は、落ち着いて対処し、
①まずは海から上がり、激しい動きをしないで、近
くにいる人に助けを求めましょう。
②刺された部分はこすらずに、酢（食酢）をたっぷ
りかけて触手を取り除いた後、氷や冷水で冷やし
ましょう。
③応急処置をし、医療機関で治療を受けるようにし
ましょう。

ハブクラゲ刺症を未然に防ぐには、
①海水浴をする場合は、肌の露出を避け、ハブクラ
ゲ侵入防止ネットの内側で泳ぎましょう。
②海に出かける際には、酢（食酢）を持参しましょう。

ハブクラゲ発生注意報

農林水産課　９６６－１２０2

苗畑で苗木が購入できます。

※時期及び在庫状況により販売不可の品目もあり
ます。ご了承ください。

期　　間

対　　象

定　　員
場　　所
受 講 料

募集期間

８月２日（月）～10月 29日（金）
３か月

４名
沖縄市

６月１日（火）～６月 25日（金）

身体（上肢、下肢、内部障害、聴覚〈口
話で理解できる方〉）、精神、発達、そ
の他（高次脳機能障害、難病）

無料（但し、テキスト代、検定料、
保険料などは自己負担）

期　　間

対　　象

定　　員
場　　所
受 講 料

募集期間

８月２日（月）～10月 29日（金）
３か月

３名
宜野湾市

６月１日（火）～６月 25日（金）

知的、精神、発達、その他（高次脳機能
障害、難病）

無料（但し、テキスト代、検定料、
保険料などは自己負担）

ビーチ管理者は、ハブクラゲ侵入防止ネット内で
の刺症事故が発生しないよう、ネットの管理を徹
底しましょう。

日　　時 ７月29日（木）～令和４年３月３日（木）
毎週木曜日、19：00～21：00
合計31回　※祝日を除く

場　　所 恩納村社会福祉協議会

受講資格

福祉課　地域福祉係 ☎９６６－１２０７
恩納村社会福祉協議会　☎９６６－１１９３

令和３年度恩納村手話奉仕員養成講座

お問い合わせ

①恩納村在住または恩納村で勤務されてい
　る方。
②手話学習経験のない方または手話学習を
　始めて１年未満の方、聴覚障がいの福祉
　に理解と熱意を有する方。
③入門後、手話奉仕員として活動できる方。
※高校生以下は除く。

申込方法 申込書を福祉課又は恩納村社会福祉協議会
へ直接もしくは郵送・FAXにて提出

募集期間 ５月 24日（月）～７月 16日（金）

そ の 他 出席要件を満たした方には、修了書を交付
します。
託児所の準備はありません。お子様連れで
の受講はご遠慮ください。

受 講 料 無料。ただし、テキスト料等 3,300 円が必
要です。

講　　師 沖縄県聴覚障害者協会の専任講師

20名（先着順）定　　員
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Sunnaちゃん
第２弾　販売中！

LINE スタンプ

日常で使えるスタンプ！みんな使ってね！日常で使えるスタンプ！みんな使ってね！

LINE STORE「クリエイターズスタンプ」から購入できます。
全２４種　１２０円

友だち募集中！恩納村公式ＬＩＮＥ

イベントや災害情報、行政
情報など恩納村に関するさ
まざま情報をお届けします。

ＱＲコードをスマホで読み込み
「恩納村ＬＩＮＥ公式アカウント」を友だち登録します。

■登録方法
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