みんなでコロナを乗り越えよう！命の現場で働くすべての人々に敬意と感謝を！
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日
程：２月６日（土）
予約制の健診です。
場
所：沖縄市役所
事前にお問合せください
必要なもの：受診券・保険証・マスク
新型コロナウィルス感染症拡大防止のため急遽中止する場合があ
ります。ご了承ください。（令和３年１月 22 日確認済みの情報です。）
お問合先：沖縄市役所 市民健康課 健診係 939-1212

１月７日（木）に行われた第１回選挙管理委員会において下記の事項
が決定しましたのでお知らせいたします。
３月 １日（月）１０時 宮里自治会長選挙告示
３月１１日（木）・１２日（金）10 時～16 時 選挙人名簿の縦覧
３月１２日（金）10 時～16 時 立候補届受付
３月２１日（日）9 時～17 時 投票
３月２２日（月）10 時 当選人告示
自治会長選挙は宮里自治会長選挙規程に則って行われます。
つきましては自治会費の収め忘れなどがあると立候補も投票もでき
ませんので、今一度自治会費の納入状況をご確認ください。自治会費
は自治会事務所での納入も可能です。令和３年２月２６日（金）午後
４時までに納めてくださいますようご協力をお願いいたします。

＊当日無料の巡回バスが出ます＊
＜午前の部＞
＊宮里公民館発 ① 7：30
② 8：00
③ 8：30

＜宮里自治会長選挙規程＞抜粋
（選挙権及び投票）
第３条 宮里自治会に６か月以上継続して加入し、選挙告示日の
３か月前まで自治会費を納めている会員は、選挙権を有する。
（被選挙権）
第４条 宮里自治会に１年以上継続して加入し、自治会費を納入し
ている会員または同居の世帯構成員で年齢が満２５歳以上の
者は、選挙権を有する。

☆ゆんたく会のお知らせ☆
日時：２月 19 日（金）19:30～

令和２年 12 月 31 日現在

場所：宮里公民館学習室にて

女子部グループラインや自治会 HP で最新の活動情報をお伝えします。
しばらくは家族を守ることを最優先に、無理せず活動していきましょう！

④ 9：00
⑤ 9：30
⑥ 10：00

＜午後の部＞
＊ビッグワン発 ①12：30
②13：10
東公民館

宮里公民館
沖縄市役所

沖縄市役所

昨年 12/11 の Facebook でもご紹介した「さくら
植樹式」。地域の道路ボランティアから宮里小学校 6 年
生の卒業記念になればと、さくらの木を贈り盛大な植
樹式をする予定でした。市道 31 号線の歩道舗装工事を
している沖縄ガーデンさん琉球道路さんの全面協力の
もと準備していたのですが、年末の長雨の影響から延
期に次ぐ延期でやむなく断念することに。本当に残念で
なりません。準備していたプレートは校長先生にお届け
し、1/18（月）6 年生の栽培委員が「みんなの木」のプレートを取り付け

区民交流グラウンドゴルフ大会予定！

てくれました。ひとクラス２本、全部で１２本の記念のさ
くらは子どもたちともに成長していきます。宮里小学校
５１期生のさくらが満開になる日を楽しみに、みんなで
大切にしていきましょう！

３/７（日）9：00～若夏公園にて

宮 里 自 治 会

H P：http://miyazato.okinawa/

宮里自治会 Facebook：@miyazatojitikai
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＜学校行事・宮里児童センターの最新情報は下記より＞

３７運動・グラウン 宮里小学校 HP：https://www.fureai-cloud.jp/miyazato-es
ドゴルフ大会

４

宮里中学校 HP：https://www.fureai-cloud.jp/miyazato-jh

宮里児童センターHP：
https://www.city.okinawa.okinawa.jp/sp/about/130/21581

保安灯の電気代は自治会費でまかなわれています。自治会加入し安全な夜道を確保しよう！☆☆☆自治会ＨＰ・ＦＢはミルニコの協力で運営しています。☆☆☆

みんなでコロナを乗り越えよう！命の現場で働くすべての人々に敬意と感謝を！

☆役員会で、感染拡大防止と健康維持対策について
恒例の新年会の中止及び、定例会と宮里公園でのゲートボール、グ
ラウンドゴルフの当面の休止を決定しました。大変残念ではあります
が、感染拡大防止と皆さまの健康と命を最優先にするために止むを得

☆首里城ちぎり絵 公民館玄関に展示
一昨年の首里城大火災はとても悲しい出
来事でした。それから 2 か月後、みやわし
会は首里城をちぎり絵で復活させることを
企画。横 85cm 縦 60cm のキャンバスを四等分し、4 班に分かれて
作成にかかりました。新聞のチラシをハサミで切って手でちぎって朱
色の壁を築いていきます。瓦や庭の敷石は細かく一枚ごとに、瓦の上
の龍頭棟飾（むなかざり）や中央正面の唐玻豊（からはふう）は見合
った色を探して細かく丹念に張り重ねていきました。メンバーで協力
し延べ 300 名以上、三か月をかけた文字通りの大作になりました。
その作品が、このたび見事な額縁に納まりました。この額縁ももち
ろんメンバーの手作りです。その出来栄えに驚きますが、実はみやわ
し会は隠れたプロの集団でもあるのですよ。額は、宮里公民館の玄関
に飾られました。是非、ご覧ください。一足先に完成した堂々の「首
里城」が、威厳と神々しさを放っています。

ずとの判断です。
一方、やーぐまいによる筋力の
低下や認知機能の衰えを補うため
の対策として、日曜を除く毎朝 9
時からラジオ体操を実施することにしました。宮里公園の広い空間で、
間隔を十分に取ってのびのびと行いましょう。マスクの着用と検温や
体調チェックにご協力をお願いします。

宮里自主防災組織

＜感染症対策に配慮した避難所生活ルール＞

NPO 法人防災サポート沖縄
万が一新型コロナウィルスのような感染症が拡大する中で避難を余儀
なくされるような大規模災害が発生した場合、宮里地域においては宮里
小学校または宮里中学校に避難することになります。しかし、ほかの地
域からの避難者も押し寄せる可能性があることから、避難所設営や運営
方法などの訓練を実施する必要があります。昨年 12 月に北中城高校で
生徒を対象にした「感染症対策に配慮した避難所運営計画」に基づいた
防災訓練を予定していましたが、コロナの影響で残念ながら中止となり
ました。宮里自治会で避難訓練を実施する場合の参考になりますので、
今回ご紹介します。（来月号は避難所運営の要点についてです。）

・常時マスク着用、手指消毒の徹底
・人と人との間隔はできるだけ 2m、最低１ｍあけることを意識する
・毎日の体温、体調確認
・トイレは常に衛生的に、こまめに清掃する
・掃除当番など役割分担をする
・靴はビニール袋などに入れ各自で保管する
・障がい者、要配慮者や介助が必要な方のサポートを積極的に行う

☆福祉活動募金へのご協力、有難うございました
合計 6,694 円が集まり、12 月に「赤い羽根共同募金」へ寄贈しま
した。ご協力に感謝しますと同時に、今年も引き続きご協力をお願い
します。

☆次回みやわし会役員会のお知らせ
2 月 25 日（木）10:00～12:00

舞

台

宮里公園にて

（担当

山下）

側 ※舞台上生活必需品物資保管スペース

＊沖縄県立北中城高校・感染症対策に配慮した避難所運営計画＊
＜受付時での確認＞

＜用意するもの＞

◇避難者カードの記入

◇体温計（非接触型）

◇発熱等体調確認

◇マスク・フェイスガード

◇要配慮等の確認

◇消毒液・ハンドソープ・ウェットティッシュ
◇ビニールシート・使い捨て手袋

＜避難者の受付、受付時の感染症対策＞
◇マスク
・避難者が持参することを日ごろから奨励する
・持参してこなかった方には、受付で配布
◇体温計
・避難者が持参することを日ごろから推奨する
・持参しなかった方には、避難所の体温計で検温する
◇避難者カード
・記入に時間を要さないような避難者カード様式をあらかじめ作成する
・健康チェックカード（問診表）を別途用意する

＊＊＊
Ｓｈｉｍａｙａ電通

㈲クラウン工業
㈱アサト技研

わたしたちは宮里自治会の賛助会員です。＊＊＊

ヤクルトわくわく宮里保育園
就労事業所
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癒食酒房

地域活動を支援している事業所を

合同会社 BOND 杏屋コザ店 千べろ和屋

たかはし

すば処うゎちち

うちヨガ☆夜空

利用して、元気な地域にしよう！

宮里にこにこ学童クラブ

もりのなかま保育園 もものき保育園 めぐみ野保育園 でいご保育園 達企画 DAIKEI

セイフティタイヤサービス

仲村春子琉舞研究所

㈲富川工業 ベルガモットプラス

宮里キッズ学童クラブ

きらきら保険サポート
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竹製菓 東洋電気工事㈱ ユニオン宮里店

みやざと弁当
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みはら保育園・分園

宮里九班

㈱ステップワン 玉栄左官業

トップライン

えびす家

老人ホーム
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訪問看護ステーション

もみの木
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宮里自治会では、地域の事業所等の新規賛助会員（年会費 12,000 円）を募集しています。賛助会員にご登録いただいた事業所は毎月自治会だよりに事業所名を掲
載、さらに年に 1 回ご希望の月に名刺大の広告を掲載できるようになりました。ぜひお申込みください。（詳しくは宮里自治会 電話：098-938-4821）

保安灯の電気代は自治会費でまかなわれています。自治会加入し安全な夜道を確保しよう！☆☆☆自治会ＨＰ・ＦＢはミルニコの協力で運営しています。☆☆☆

