
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！ 5/23～6/20 沖縄県緊急事態宣言発令中 

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。☆☆☆ 
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住所 宮里１-３-９   電話 098-938-4821 （平日午前９時～午後５時・土日祝休） 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

宮 里 自 治 会 H P：http://miyazato.okinawa/ 

宮里自治会 Facebook：@miyazatojitikai 

日 月 火 水 木 金 土 

5/30 5/31 6/1 2 3 4 5 

    

16:00 キッズデポ 

19:30 総務定例会 16:00 かりゆし福祉会 

 

 

6 7 8 9 10 11 12 

    

16:00 キッズデポ 

９:30 老人会 

 輪投げ大会 

  

13 14 15 16 17 19 17 

9:00宮里第1公園 

清掃活動日 

コザ信用金庫十字路

支店ロビー展 

 

 

16:00 キッズデポ  19:30 女子部ゆんたく会 

＊少年を守る日 

 

20 父の日 21 22  23 慰霊の日 24 25 26 

   公民館 休館日 

老人会 ゆんたく会 

老人会役 員会 10:00 生きデイ 

  

 

27 28 29 30 7/1 7/2 7/3 

9:00 道路ボランテ

ィア活動日 

   

16:00 キッズデポ 

   

お願い：宮里中学校の

制服を譲って下さい。

学校で活用します！ 

＜学校行事・宮里児童センターの最新情報は下記より＞  

宮里小学校 HP：https://www.fureai-cloud.jp/miyazato-es   宮里児童センターHP：  

宮里中学校 HP：https://www.fureai-cloud.jp/miyazato-jh   https://www.city.okinawa.okinawa.jp/sp/about/130/21581 

＜宮里区情報＞  令和３年４月３０日現在 

世帯数  ２，６２８戸  ＊自治会加入率  ２９．７％ 

人   口  ６，３９１人  ＊平 均 年 齢  ４０．２歳 

 

  

国による沖縄県の緊急事態処置区域の追加を踏まえ、沖縄県では５月

23日～6月20日までの間、日中も含めた不要不急の外出や移動の自粛、

特に 20 時以降の外出を控えることなどの要請が出ています。医療を守

り、大切な人やあなた自身を守るためこれまで以上に感染予防に努めてい

きましょう。 

 また、５月 6 日からスタートした沖縄市のワクチン 

接種は、現在順次対象年齢者に接種券を発送しています。 

接種券が届きましたら、電話かパソコン・スマートフォン 

などＷｅｂでの予約をしてください。自治会では会員世帯のみなさんに

Ｗｅｂ予約のサポートをしています。電話がつながりにくい、電話の声

が聞き取りにくいなどの状況がある場合は、お一人で悩まず自治会にご相

談ください。また、予約を入れたものの急用や体調不良などでワクチン接

種ができない場合は、早めにキャンセルの連絡をしてください。沖縄市で

は、キャンセルが出たワクチンをほかの方にまわせるよう、インターネッ

トなどでお知らせしています。大切なワクチンです。廃棄されることがな

いよう、お互いに協力していきたいものです。 

 新型コロナウィルスワクチン接種 予約・相談センター 

 電話 098-923-2401（平日 8：30～17：00 土日祝祭日は休み） 

 

 
  

ありがとう！あなたの納める自治会費が安心 安全な地域を作っています。 

活動例：公園や道路の清掃ボランティア・自主防災組織・防犯パトロール 

道路や横断歩道、下水道整備、ゴミや動物の環境問題を市当局へ改善要請など 

老人会・壮年部・女子部・青年部・子ども育成会（宿題教室や学習支援など） 

子どもからお年寄りまでの見守り・新年会・丁目対抗運動会・ピクニック etc. 

☆ ☆ 宮里自治会 会費 ☆ ☆ 

＊持ち家世帯     ６００円／月  ＊借家（アパート） ４００円／月 

＊賛助会員（事業所）１，０００円／月   ＊各種募金活動への協力 

※アパート・マンションなどの共益費等から地域自治会の会費に充てられているアパート・マンシ

ョンはありません。お手数ですが別途ご加入をお願いします。 お申込み☏９３８－４８２１ 

コザ信用金庫十字路支店ロビー展のご案内 

毎年６月１５日は「信用金庫の日」と制定されてい

るそうです。この日に合わせ、信用金庫では地域活動

への参加やロビー展などを開催しています。 

自治会メインバンクのコザ信用金庫十字路支店で

は今年、宮里自治会の活動を紹介するロビー展を開催

します！平成３０年度コザしん地域振興基金を受け

て宮里青年部のエイサーを立ち上げる資金を助成し

ていただいたご縁もあり、自治会としては大変光栄な

ことです。期間中にぜひ足をお運びください。 

期 間：６/１４（月）～６/１８（金） 

場 所：コザ信用金庫 十字路支店 

沖縄市認知症高齢者等あんしん登録事業のご案内 

沖縄市では、認知症高齢者が行方不明になる不安を抱えている 

ご家族への支援として、「あんしん登録事業」を行っています。 

 あんしん登録をしている認知症高齢者が行方不明になった場合、ご家

族の同意があれば自治会でもサポートをすることができます。 

 実際にこれまで、地域民生委員・自治会役員などを中心としたネットワ

ークで、深夜道に迷った対象者を保護したり、ご家族の依頼を受けて捜索

活動を行ってきました。捜索活動は初動が早ければ早いほど不明者保護

の確率も高くなります。これは高齢者本人だけでなくご家族にとっても心

的負担が軽減されます。特に老々介護で配偶者の心的負担も大きいこと

から、徘徊が多い高齢者については普段から声掛けができるように本人・

家族との顔合わせ会を持ち、個人情報には十分注意を払いながらサポー

トできる体制を整えています。ご家族だけで悩まず、ぜひ関係機関もしく

は自治会にご相談ください。 

＊＊お問合せ先＊＊ 

♡地域包括支援センター中部北（虹の会）  ９８７－８０２５ 

♡沖縄市役所介護保険課 地域支援担当 ９３９－１２１２(内線 3091) 

♡宮里自治会                   ９３８－４８２１ 

http://miyazato.okinawa/
https://www.fureai-cloud.jp/miyazato-es
https://www.fureai-cloud.jp/miyazato-jh
https://www.city.okinawa.okinawa.jp/sp/about/130/21581
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☆4 月 28 日臨時役員会開催しました 

 感染者の増加が止まらない情報のなか緊急に開いた役員会で、3 密が

懸念される定期総会を止む無く中止することを決めました。会計報告や

令和 3 年度の役員人事等については、各戸に配布した総会資料をご覧く

ださい。 

同時に、保留が続く行事の予定についても検討しました。6 月から、

ワクチンの接種状況や市や県の情報を注意深く見ながら、下記の行事を

進める予定です。具体的な開催については「案内ちらし」を事前に配布

します。ご確認ください。 

(1) 6 月 10 日(木) 輪投げ大会 宮里公園で 9 時半スタート 

(2) 6 月 23 日(水) 慰霊の日 

平和への意識を持つ目的で、皆さんで「戦中戦後はあんやたん」

をゆんたくする催しを持ちます。宮里公園で。９時半から。 

☆長引くやーぐまい、硬くなった頭と体をほぐそう 

日曜を除く毎朝 9 時に、宮里公園でラジオ体操を行って 

います。毎回 10～20 名の方が参加されますが、検温と健 

康チェックも付いて、広い空間でのびのびと体を動かせる 

と好評をいただいています。 

 体操の集いの後「頭と体をほぐそう」と、松田竹子さん 

がお手玉を準備してくれました。女性陣はさすがに昔取った杵柄、皆さ

んが妙技を披露してくれます。写真は島袋春子さん。男性陣も慣れぬ手

つきで奮闘しております。皆さんも笑ってほぐしてみませんか。 

☆かりゆしシニア大学開校 

コロナ禍で延期を余儀なくされていた 

かりゆしシニア大学。5 月 11 日に第 5 期 

の入学式が行われました。新入生は全市か 

から 23 名、平均年齢 78 歳。みやわし会 

からは 6 名が入学します。沖縄市桑江市長の来賓挨拶の後、新入生を代

表して喜屋武磯江さんがしまくとぅばを交えながら「一年間ともに支え

合い、ともに助け合い、楽しく頑張っていきましょう」と明るく、そし

てとてもさわやかに挨拶されました。        （担当：山下） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊ わたしたちは宮里自治会の賛助会員です。＊＊＊ 

Ｓｈｉｍａｙａ電通   ヤクルトわくわく宮里保育園   合同会社 BOND  杏屋コザ店  

㈲クラウン工業 就労事業所かがり  癒食酒房たかはし  すば処うゎちち  宮里にこにこ学童クラブ  ㈱アサト技研  

O:hana  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 宮里キッズ学童クラブ  みはら保育園・分園 きらり  ㈲エレメンツ 

㈲富川工業 ベルガモットプラス  きらきら保険サポート ゆんたく居酒屋宮里九班 ㈱ステップワン 玉栄左官業 

島ペイント  沖縄タイムス宮里東美里販売店    みやざと弁当    トップライン   訪問看護ステーションもみの木 ㈲仲真組 

竹製菓  東洋電気工事㈱  ユニオン宮里店  ジムキ文明堂   デイサービスえびす家  老人ホームおはよう  ㈱沖善社 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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） 

☆☆はじめてみようボランティア！！☆☆ 

参加者募集中！中・高校生は学校に活動報告できますよ♡ 

ボランティア 活 動 場  活動日 備考 

道  路 

ボランティア 

・照屋交差点～ 

宮里交差点 

・宮里交差点～ 

ジュン石油前 

・６か所６班に分かれて 

各所で作業 

・毎月第４日曜日 

朝９時～全体清掃 

全体清掃日にお近く

の作業現場でお声が

けください。 

成 人 

子どもた

ちは保護

者同伴な

ら参加で

きます。 

公 園 清 掃 

ボランティア 
宮里第一公園 

・週２回〜３回の清掃 

・毎月第２日曜日 

朝９時～合同清掃 

中学生～ 

自主防災組織員 宮里区内 
年２～５回の会議 

年 2回の合同訓練 
中学生～ 

青 色 防 犯 

パトロール隊 
宮里区内 

週２～3回の 

シフト制パトロール 
成 人 

クリーン指導員 宮里区内 
・随時 

（沖縄市より委嘱） 
成人３名 

宿 題 教 室 

ボランティア 
宮里公民館 

・放課後 小学生の 

 宿題見守り 
高校生～ 

地域活動を支援している事業所を利用して、

活気ある地域にしよう！ 

＜自治会軽トラック借用のご案内＞ 

＊自治会加入世帯員限定！ 

＊使用料→半日 500円。全日 1,000円。満タン返しが条件です。 

＊要予約 （ただし、自治会業務・行事が優先されます。予めご了承ください。） 

＊免許証を提示する事、借用申請書を提出する事（必須） 

くわしくは自治会（938-4821）にお問合せ下さい。 

＜資金造成協力お願い > 自治会軽トラックの維持費をまかなうため、資金造成

をしています。アワセそば近くの伊礼紙業さんへ、古新聞や段ボール・アルミ缶な

ど直接持ち込み、「宮里自治会で」とお伝え下さい。 

 ＊伊礼紙業→営業時間：8:00～17:00 ☎938-0200 

 活動がはじまります！ 

我が宮里自治会には、青年部・女子部・老人会があり活動して

いますが、中間世代の組織がなくさみしい思いをされている方も

いると思います。 

そこで、令和３年度より、概ね３０代から６０代の年齢層で構

成し、相互の交流や地域活動に取り組むことを目的とした「壮年

部」の活動をスタートします。コロナ禍のご時世なので、様子を

見ながらの活動開始となりますが、その都度、自治会だよりでお

知らせしますので、多くの皆様の参加をお待ちしております。入

部ご希望の方は自治会までご連絡ください！ 

《 壮年部発起人代表：桑江研 》 

どんな活動するの？        参加資格は？ 

月１回の定例会のほか     宮里在住で、30 代～60 代 

交流をメインに楽しい     の参加を希望する方なら、 

活動を企画します。      どなたでも(^^)/ 

料理教室・ハイキングなど     男女を問いません！ 

  

毎回の参加は厳しいかも？     年会費はあるの？  

参加を強制するものでは     会費はありません。 

ありません。          ただし、食事代や材料費など 

都合のつくときだけの      参加者の実費負担となりす。 

自由参加 OK です！      家計にも優しく♡ 


