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世帯数　  5,169人 (＋ 3)
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平成 28 年度教育委員会
事務評価について

平成 28 年度教育委員会
事務評価について

　北部地区消防団員の消防技術の向上と
士気の高揚を図り、進歩充実に寄与する
ことを目的に、第22回沖縄県消防協会
北部支部「消防操法大会」が8月19日、
名護市消防本部にて北部12市町村消防
団が参加し開催されました。
　訓練の一環として消防ポンプ車など取
扱いの速さと正確性を競う大会で優勝し
た恩納分団は10月19日に開催される県
大会に出場します。

〇応用操作法　優　勝　喜久山隆、金城春希、仲本克利
〇個人着装競技　準優勝　稲嶺宏紀　
消防団員とは・・・？
　火災や災害が発生した場合に職場や自宅から現場へ駆けつけ、その地域での経験を活かし消
防機関と共に消防活動・救助活動を行う方々です。

金武地区消防団「恩納分団」が優勝！！金武地区消防団「恩納分団」が優勝！！

　地方教育行政の組織及び運営に関する法
律第 26 条第 1 項の規定に基づき、恩納村
教育委員会の権限に属する事務事業の点検
及び評価報告書について恩納村教育委員会
事務事業点検評価外部評価委員会より答申
を受けました。
　教育委員会は毎年、各事業の点検及び評
価を行い、その結果を報告書として作成し、
議会に提出するとともに、公表することに
なっております。
　同報告書及び答申内容は、恩納村役場ホー
ムページでご覧になれます。

（左から）安里周作委員　真栄城慶子委員
　　　　 仲本政夫委員長　當山欽也教

喜瀬武原夏まつり喜瀬武原夏まつり

　８月 19 日、喜瀬武原区で夏まつりが開
催され、多くの来場者がありました。
　テナントでは各団体が食事や農作物を販
売。ステージでは子どもたちによるダンス
やＢｕｈｅｅｅｎのライブが行われました。
　まつりは企画やテント・ステージの組み
立てなど準備段階から片付けまで、地域の
人たちが一緒になってまつりを盛り上げま
した。

Ｂｕｈｅｅｎ（ブヒーン）によるライブ

（上段左から）喜久山さん、金城さん、仲本さん（下段）稲嶺さん
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バスケットボール大会バスケットボール大会

こどもかがく教室 2017こどもかがく教室 2017

　第43回各字対抗バスケットボール大会が７月30日、８月６日に行われ、男子12チー
ム、女子７チームが参加し熱戦が繰り広げられました。
　女子決勝は、昨年と同じ組み合わせとなり、連覇のかかる恩納区体協が終始試合をリー
ドし、優勝しました。
　男子決勝は、昨年優勝の恩納区体協と昨年若い力により躍動を見せた前兼久区体協の組
み合わせとなり、前半は競り合いをみせていましたが、後半は恩納体協が点数を徐々に突
き放していき、見事連覇と男女アベック優勝することが出来ました。
　選手・大会関係者並びに応援に駆けつけてくださった皆さまお疲れ様でした。

　8月21日から25日にかけて、ふれあい体験学習セン
ターにおいて、毎年恒例の「こどもかがく教室」を開催
しました。幼児から中学生までの子供たちが、教室や屋
外、そしてビーチでも科学アクティビティーを楽しみな
がら体験しました。
　今年は6つのクラスが開かれ、化石の発見や飛行機を
飛ばしてみる実験などが行われました。5・6年生クラス
に参加した鈴木恵美花さんは、コンピュータゲーム
「Pong」を作る方法を学びながら、「（大きくなったら）プログラミングでゲームを作りた
い。」、同じクラスの神山萌夏さんも「楽しいよ！」と感想を語っていました。
　小学1・2年生の「うみのいきものをさがしてみよう」クラスでは、海洋動物の探索と採取

のために海岸を訪れました。生き物を集めた後は、それ
らを教室の近くの水槽に入れて、行動を観察しました。
　幼児クラスを教えたOISTスタッフのサラ・ウォンさん
は、「新しいことを発見した子供たちの顔を見るのは、
私にとっても大変な喜びです」と話します。
　恩納村の子供たちが科学とともに夏を楽しみ、今後も
科学を身近に感じながら学び続けることにつながればと
願っています。
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～子宮頸がん・乳がん検診　集団検診のご案内～～子宮頸がん・乳がん検診　集団検診のご案内～

集団健診のお知らせ集団健診のお知らせ

今年度より検診が無料になりました♪ご自身とご家族のためにも検診を受けましょう‼
★大切なお知らせ★
●乳がん検診は予約制です。予約がまだな方は福祉健康課窓口またはお電話にてお申
し込みください。ただし、昨年度に集団検診会場でマンモグラフィ検査を受けられた
方は、今年度は集団検診会場では受診できません。今年度は個別検診 (指定医療機関 )
で受診を行うか次年度受診しましょう。
●今年度から視触診がなくなり、マンモグラフィ検査のみとなりました。

●今月は下記の会場で集団健診を実施します。
【日時】10 月５日（木）　受付時間　８：30 ～11：00
【場所】山田公民館

※今年度からすべての健診が無料になりました。
　１年に１度、自分の身体の声を聞く機会を作
りませんか？
　その他の日程、詳細については「恩納村　健
康診査等のご案内」（各家庭に配布されたパ
ンフレットまたはホームページ）をご覧くださ
い。

お問い合わせ：福祉健康課　健康づくり係　☎９６６－１２０７

【検　診　日】10月13日（金）
【会　　　場】総合保健福祉センター
【受 付 時 間】午後1時30分～2時30分
【持参する物】受診券(ピンク色)

【検　診　日】10月30日（月）
【会　　　場】山田公民館
【受 付 時 間】午後1時30分～2時30分
【持参する物】受診券(ピンク色)

10 月は下記の日程で子宮頸がん・乳がん集団検診を実施します。

恩納村社会福祉協議会へのご寄附大変ありがとうございました。

※無料クーポン券対象者は、必ず無料クーポン券も一緒にご持参ください。

香典返し／比嘉　昇秀　様　より（故　比嘉　花子）　30,000 円 

～　恩納村奨学基金へのご寄附　～

育英事業の趣旨を御理解くださいまして誠に有り難うございました。

香典返し/ 字恩納 6116 番地 佐渡山 節子　様より100,000 円 ( 故　佐渡山 安明 )
 ( 平成 29 年 9月19 日 )

案内パンフレット
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高齢者インフルエンザ予防接種がはじまります！高齢者インフルエンザ予防接種がはじまります！

　インフルエンザにかかると気管支炎や肺炎などの合併症を起こしやすく、重症化する
傾向にあります。ウイルスは、せきやくしゃみによって空気中に広がり、強い感染力をもっ
ています。
　早めの予防接種でインフルエンザから身体を守りましょう！

【実施期間】平成２９年１０月１日 ～ 平成３０年１月３１日 
【対 象 者】恩納村に住所登録のある方で、ご本人の意思確認ができる方
　　　　　　（１）６５歳以上の方（接種日時点）
　　　　　　（２）６０歳以上６５歳未満の者で、心臓、じん臓、又は呼吸器の機能に

自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する者及
びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活が殆ど不可能
な程度の障害を有する者。

【実施方法】各自にて医療機関へ電話予約を行い、接種してください。
【接種料金】全額公費負担（自己負担なし）　※助成は1回目の接種のみ 

※実施期限を過ぎると全額自費となりますのでご注意ください。
※平成 29年 10 月１日～平成 30年１月 31日の期間に 65歳の誕生日を迎える方は、随時、
誕生日前に役場から予診票を送付いたします。
※対象者の方へ予診票を送付します。各自内容をご確認のうえ接種ください。

お問い合わせ：福祉健康課　母子保健係　☎９６６－１２０７

助成は１回のみです！恩納村発行の予診票をご使用ください。

宝くじの助成金で整備しました！！宝くじの助成金で整備しました！！
　山田区公民館は、一般財団法人自治総合センターが実施する「平成２９年度一般コミュニティ助成事業」
の助成を受けて、音響設備を整備しました。
　これにより、地域行事や伝統芸能、各種団体活動が円滑に行われ、更なる地域活性化が期待されます。

音響設備　一式
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　第４６回恩納村少年野球大会が８月２
６日、２７日の２日間、赤間運動公園で
行われました。
　決勝戦は山田ジュニアクラブＡと前兼
久タイガースが対戦し、１対１と白熱し
た投手戦で迎えた最終回、山田の玉城君
がスクイズを決め２対１で山田ジュニア
クラブＡがサヨナラ勝しました。

むらの話題

前兼久タイガース

民生員の皆さんと関係者民生員の皆さんと関係者

準
優勝優勝 山田ジュニアクラブＡ

殊勲賞
上原　楓樹

（山田ジュニアクラブＡ）

敢闘賞　打撃賞
山城　勇人

（前兼久タイガース）

地域の皆さんを支え
　　　地域福祉の増進に貢献

受賞の報告受賞の報告

　７月９日、東京ビッグサイトにて行われた「全国
民生委員・児童委員大会」におきまして、瀬良垣地
区の民生委員・児童委員の小山民子氏が創設100周
年厚生労働大臣特別賞に表彰されました。
　表彰を受けた小山氏は、９月１日に長浜村長を訪
問し「できる限りの活動を続けてきただけで受賞で
きるとは思っていませんでした。周りで支えてくだ
さった方々のおかげです」と笑顔で報告。長浜村長
は「おめでとうございます。日頃の民生委員・児童

委員の皆
さんの活動には心から感謝しています。今回は特に
長年の活動と幅広い地域でのご活躍が評価されたと
思います。非常に嬉しいです。今後とも福祉行政に
ご協力をお願いします。」と、喜びの言葉を述べま
した。

恩納村少年野球大会
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　平成 29 年度恩納村「アメリカンホームステイプログラム」に派遣された４名の研修生が
研修期間を終え、８月 23 日に帰国報告会を行いました。
　７月 24 日から８月 17 日の 24 日間、アメリカ合衆国カリフォルニア州ユバシティのホ
ストファミリー宅に滞在。平日は学校で授業に参加したり校外学習を通して文化の違いを体
験しました。

　何もかもが初めてで、ド
キドキと不安で始まった
ホームステイ。あっという
間に感じた３週間でした
が、たくさんのかけがえの
ない経験ができました。

新城　あいり

帰国報告会

　英語が得意ではないので
３週間も過ごすことができ
るのかとても心配でした
が、実際に行ってみると、
楽しく有意義に過ごすこと
ができました。ホストファ
ミリーには、感謝でいっぱ
いです。

山城　このか

　３週間という短い期間を
通して、様々なことを学ぶ
ことができました。大変な
こともありましたが、とて
も楽しい経験となりまし
た。

大城　理依香

　ホームステイプログラム
に参加して色んな体験が出
来て良かったと思います。
今回のプログラムは一生忘
れない貴重な経験となりま
した。

森　美南
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作家・原田マハ講演会『人生の宝物―私を作った文学とアート―』
　沖縄を題材にした、『カフーを待ちわびて』で第一回日本ラブストーリー大賞を受賞するな
ど、作家として活躍する原田マハ氏の講演会を開催します。
講師プロフィール
　1962年東京都生まれ。関西学院大学文学部、早稲田大学第二文学部卒業。2005年『カ
フーを待ちわびて』で第一回日本ラブストーリー大賞受賞。12年『楽園のカンヴァス』で山
本周五郎賞受賞。著書に『ジヴェルニーの食卓』『暗幕のゲルニカ』『サロメ』『たゆたえど
も沈まず』などがある。
【主催】恩納村文化情報センター　　　【日時】11月4日　14時～
【場所】恩納村博物館１階研修室　　　【参加費】無料(要受付)
【定員】150名(先着順)　※定員に達し次第、受付終了となります。
【受付方法】電話又は、文化情報センター2階カウンターにてチケットを配布いたします。
【受付期間】村内在住者10/1～　　村外在住者10/15～

〇8月22日 『真夏のこわ～いおはなし会＆クイズラリーまっくらおばけさがし』
　読み手にボランティアの吉山佳子さん、千葉明子さん、田中里
英さん、特別ゲストとして長浜善巳村長にご参加いただきまし
た。「ちょっぴりこわいおはなし」と「恐怖のおはなし会」の二
部構成でおはなし会をおこない、長浜村長による読み聞かせで
は、おはなしが終わった後も子ども達から「怖かった」などの声
が上がっていました。
　クイズラリーでは真っ暗な館内に怖がりながらも、オバケのだ
すクイズに協力して回答する様子が見られました。ミッションを
クリアした方には、オリジナルグッズのプレゼントいたしました。ご参加いただいた皆さまあ
りがとうございました。
〇８月25日 星空観測会『夏の大三角形と月を見てみよう』

　今回は、月・木星・土星・ベガ(夏の大三角形こと座)を観測
し、とても鮮明に月のクレーターや土星の形などを見ることが
できました。サファイアのように青く輝くベガは、七夕の伝説
に登場する織姫だと講師のからの説明もあり、より身近に星座
を感じることができました。普段何気なく眺めている星です
が、天体望遠鏡越しにみる星の美しさに、子どもだけでなく保
護者も感動している様子でした。次回の開催もご期待くださ
い。

〇『水曜日のシネマライブラリー』
　8月中の毎週水曜日の午後3時より、多目的ルームにて映画上映会『水曜日のシネマライブ
ラリー』を開催しました。
　全５回の上映会で、合計７４名の方にご参加いただきました。

◆◆◆10月休館日◆◆◆
　　　　　　　　【休館日】2日、10日、11日、16日、23日、30日
　　　　　　　　【資料整理日】19日

恩納村文化情報センターだより　Vo l .7 2

【お問い合わせ】
恩納村文化情報センター　〒904-0415 恩納村字仲泊 1656 番地 8
  ℡：098-982-5432　【HP】 http://www.onna-culture.jp

●センターに関する情報は、ホームページで確認できます●

来館者２０万人達成目前！
10月上旬に来館者数が20万人に達する予測です。20万人目には、文化情報セン
ターオリジナルグッズをご用意しております。その他イベントも開催予定ですの
で、20万人達成をみんなで祝いましょう。
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【一次試験日・場所】
　１１月12日（日）　恩納村総合保健福祉センター
【職種及び採用予定人数】
　一般行政職（初級・上級）・・・・・若干名
　専門職（技師）・・・・・・・・・・若干名
【受験資格】
　職種ごとに年齢・資格等の要件があります。詳しくは試験実施要綱をご覧ください。
【受験願書・履歴書の配布】
　所定の申込書を総務課で配布及び申込受付をします。
【申込期間】
　１０月１０日（火）～２０日（金）　※土・日を除く
　午前８時３０分～午後５時１５分

　　※試験実施要綱など詳しくは恩納村ホームページをご覧ください。

平成２９年度恩納村職員採用候補者選定試験平成２９年度恩納村職員採用候補者選定試験

お問い合わせ：総務課　行政係　☎９６６－１２００

お問い合わせ：恩納村教育課　社会教育係　☎９６６－１２１０　ＦＡＸ９６６－８４７８

【申請書の配布】
　平成29年９月１５日～平成29年１０月１６日
【応  募  期  間】
　平成29年９月１５日～平成29年１０月１６日
【指定管理期間】
　平成30年４月 １ 日～平成35年 ３ 月３１日
※募集要項など詳しくは恩納村ホームページをご覧ください。

○指定管理者は下記の施設を管理することとします。
　・恩納村立赤間運動場　　　　　・恩納村立野球場
　・恩納村立サッカー場　　　　　・恩納村立サブグラウンド
　・恩納村コミュニティ広場　　　・真栄田漁港運動広場
　・恩納村立赤間多目的運動場

恩納村立体育施設指定管理者募集恩納村立体育施設指定管理者募集

【募集内容】
　補充入居者の募集（１年間の登録期間内に空きが出た場合、公開抽選を行う）
【申込期間】
　１１月６日（月）～１１月１７日（金）　午後５時まで（期間厳守）
【申込方法】
　所定の申込用紙を建設課で受け取り、必要書類を添付して、お申し込みください。
【申込用紙の配付】
　１０月２４日（火）～
【選考方法】
　書類審査・実態調査・審査委員会選考

村営住宅補充入居者募集村営住宅補充入居者募集

お問い合わせ：建設課　管理係　☎９６６－１２０３

赤間総合運動公園



お問い合わせ
やんばるの産業まつり実行委員会　☎0980－52－2448

お問い合わせ
税務課（村・県民税）　☎９６６－１２０６
福祉健康課（国保税）　☎９６６－１２０７

くらしの 情 報

第 33回やんばるの産業まつり第 33回やんばるの産業まつり
イベント情報イベント情報 　やんばるを代表する秋のイベントとして、やんばる特産

品の展示即売などやんばる自慢が一堂に集結。県外特別出
店や各種ステージイベントが盛沢山！

【日　時】10月７日（土）、８日（日）
　　　　　午前１０時～午後８時　※屋内は午後７時まで
【場　所】名護市21世紀の森体育館前駐車場及び屋内運

動場
【駐車場】名護市民会館及び名護漁港臨時駐車場
　　　　　（会場までシャトルバス運行）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
TEL　098-966-2184

○コントラバスコンサートby幣隆太朗
【日　時】10月５日（木）18：00開場19：00開演
【会　場】ＯＩＳＴ講堂
【参加費】無料　※要予約
【予約受付開始】９月21日（木）午前10時
　　　　　　　　ウェブにて予約受付開始

※便利な口座振替も
　おすすめです!!

※今後とも納付期限内の納付へのご協力をお願いします。

村・県民税、国保税は全国のコンビニ及びゆうちょ銀行で納付できます。

ゆうちょ銀行以外の恩納村指定金融機関の口座振替払依頼書が納付書についています。記入後、役場税務課・福祉健
康課又は村指定金融機関にお持ちください。

みなさんひとり一人の納税が恩納村を支えています。

申込み・お問い合わせ
高齢者スキルアップ・就職促進事業事務局　☎867－5014

パソコン裏技実務
＆接客マナー講習
パソコン裏技実務
＆接客マナー講習

村・県民税　第３期
国   保   税　第４期
村・県民税　第３期
国   保   税　第４期 の納期限は10月31日（火）です。の納期限は10月31日（火）です。

　パソコンを基本から学び、仕事など実務に役立つ便利
な機能知識を習得します。また、インターネットによる
トラブル防止のために、ビジネス実務法務（契約知識な
ど）を学びます。
【対象者】55歳以上の就職意欲があり、ハローワークに
　　　　　て求職者登録をしている者
【受講料】無料（テキスト代含む）
【期　間】11月１日（水）～11月10日（金）全７日間
【場　所】北部生涯学習推進センター（名桜大学敷地内）
【定　員】15名　※事前に申し込みが必要になります。
【申込締切】10月30日（月）
※申込方法など詳しくは下記までお問い合わせください。

申込み・お問い合わせ
沖縄県立石川青少年の家　（担当：牧志）☎964－3263

ナイト登山で夜景
（中頭地区一望）を楽しもう
ナイト登山で夜景
（中頭地区一望）を楽しもう

【日　　時】10月28日（土）受付17：30～18：00
　　　　　　開講式　軽食タイム　登山　閉講式
　　　　　　18：00～20：45
【場　　所】県立石川青少年の家　登山Ａコース（約１時間）
【参 加 料】500円（保険料、資料代込）
【定　　員】30人　※中学生以上
　　　　　　定員に達し次第締め切ります。
【申込期間】10月17日（火）～24日（火）
　　　　　　９：00～17：00
【申込方法】電話にて直接お申し込みください。

※準備するものなど詳しくは、沖縄県立石川青少年の家
までお問い合わせください。

※ ただし下記の場合は、コンビニエンスストアでは納めることができませんので
　 ご注意ください！
●納付期限が過ぎたもの　　 ●バーコード表示がないもの又は読み取りできないもの
●金額が30万円を超えるもの    ●金額を訂正したもの
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石川警察署・石川地区防犯協会

防災一口メモ　すぐにできる地震への備え防災一口メモ　すぐにできる地震への備え
　「地震が少ない」と思われる沖縄でも、万一の事に備えて、慌てず行動できるよう、日頃から安
全対策に心がけましょう。
　地震が起きたときに、家具が倒れたり、物が落ちてきたりしないよう、家の中の「安全対策」も
しっかり考えて、できることからはじめましょう。

自賠責保険・自賠責共済のご案内自賠責保険・自賠責共済のご案内
「免許よし！ヘルメットよし！自賠責は？」
　自賠責保険・共済は、すべてのクルマ・バイク１台ごと
に加入が義務づけられており、加害者の賠償責任を担保す
ることで、被害者の基本的な賠償を保障する制度であり、
被害者の救済を目的としています。
　一人一人が、より一層自賠責制度の役割や重要性、保険
金・共済金の支払いのしくみなどを十分に理解・認識す
ることがとても大切です。

ハブ咬症防止運動ハブ咬症防止運動
「注意で防ごうハブ咬症！ハブ対策は環境整備で！」
　本県には、猛毒を持つハブが生息し、年間100件前後
の咬症被害が発生しています。１年のうちでも、９月から
１１月にかけてはハブの数が増加し、加えてこの時期は、
農作業で田畑や山野への出入りが多いことから、咬症被害
も多く発生しています。
　田畑や山野、草地等への出入りや夜間に歩行する際には
十分に注意するよう心がけましょう。また、ハブが生息、侵
入しにくい環境整備をおこない、ハブによる被害を未然に
防止しましょう。
【実施期間】９月～11月30日
●みんなでできるハブ対策
○隠れ場所をなくす　○侵入を防ぐ　○いるハブは取り
除く　○畑や山では、咬まれないように工夫する
自分自身で身の周りのハブ対策を心がけましょう！

平成２９年全国地域安全運動平成２９年全国地域安全運動
　10月11日（水）から20日（金）までの10日間「みん
なでつくろう安心な街」をメインスローガンに「ちゅらさ
ん運動で築く安全・安心な沖縄県」をサブスローガンとし
て「全国地域安全運動」を実施します。

運動重点
　〇子どもと女性の犯罪被害防止　　　　（全国）
　〇特殊詐欺被害防止　　　　　　　　　（全国）
　〇万引き、自転車盗、特殊詐欺被害防止　（石川警察署）

お問い合わせ
（公財）沖縄県国際交流・人材育成財団　奨学課

☎９４２－９２１３

平成２９年度貸与奨学生の追加募集平成２９年度貸与奨学生の追加募集
【募集期間】９月１５日（金）～１０月１６日（月）
【対象】
（１）平成２９年度貸与奨学生
　　　沖縄県内に住所を有する者の子弟で、国内の大学、
大学院、専修学校（専門課程）、若しくは高等専門学校
に在学している者。学業、人物ともに優秀であるが経
済的理由により修学に困難があると認められる者。

（２）平成３０年度大学貸与奨学生（予約採用）
　　　沖縄県内に住所を有する者の子弟で、平成３０年３
月に高等学校等を卒業予定であり、かつ平成３０年４
月に国内の大学又は短期大学へ進学を希望する者。学
業、人物ともに優秀であるが経済的理由により修学に
困難があると認められる者。

※その他詳しくは、ホームページでご確認ください。

自賠責保険・共済なしでの運行は法令違反です！
　自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の基本
的な対人賠償を目的として、自動車損害賠償保障法に
基づき、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入
が義務づけられており、自賠責保険・共済なしで運行
することは法令違反ですのでご注意ください！

タンスや棚は「L型金具」などで壁や
柱に固定し、引き出しや扉などは、中
身が飛び出さないよう、「ストッ
パー」を取り付けましょう。

家具の転倒防止対策家具の転倒防止対策

台にテレビやパソコンを載せている場
合、「金具」や「耐震シート」で台を
固定し、さらに「L型金具」などで壁
や柱などに固定しておきましょう。

テレビ等の落下防止対策テレビ等の落下防止対策

家具の少ない安全な部屋を「家族の
緊急避難スペース」として確保して
おきましょう。

安全なスペースの確保安全なスペースの確保

扉や窓ガラスは「ガラス飛散防止フィ
ルム」を貼っておきましょう。

ガラスの飛散防止対策ガラスの飛散防止対策

玄関や避難口となる通路に倒れやすい
物や避難の妨げになる物が置かれてい
ないか、チェックしておきましょう。

通路には物を置かない通路には物を置かない

就寝中に地震が起きた場合、子ども、高
齢者、病人などは倒れた家具が妨げと
なって避難に遅れたり、事故につながる
恐れがあるので充分な配慮が必要です。

寝室に倒れそうな家具を置かない寝室に倒れそうな家具を置かない
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　村内で出土する縄文時代の土器には、いろいろな文様が施さ
れています。通常、土器は食べ物を煮炊きや貯蔵したりするた
めなどに使用されます。用途だけ考えると文様がなくても生活
に支障はありません。しかし、大昔のご先祖様たちはその当時
の流行の文様を用いて装飾しています。流行が変わると文様も
変化します。その変化などを見て考古学者たちは古いもの、新
しいものと判断しています。

土器は流行の最先端？
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恩納100 むらのきおくその八十四

　９月２日、赤間総合運動公園を主会場に県、北部12市町村の防災訓練が実施され、消防や
警察、海上保安庁、自衛隊など関係機関の約２千人が参加しました。
　最大震度６弱の地震と大津波が発生したと
想定。会場では建物倒壊に巻き込まれた被災
者の救出や救助、海上では津波漂流者の吊り
上げ救助の訓練が行われました。
　この訓練は、大規模地震及び津波発生を想
定し、防災関係機関及び地域住民の参加のも
と災害発生時における連帯や対応状況を検証
るとともに、防災意識の高揚を図ることを目
的とし行われました。

恩納村字名嘉真　伊武部貝塚出土の土器

応急救護所の開設 被災者等の避難・搬送

道路の啓開 救出、救助

多くの関係者が参加しました

沖縄県総合防災訓練


