
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！ 

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。☆☆☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月号 

                                                      ＜宮里区情報＞令和３年７月 31日現在 

         世帯数  ２，６６３世帯 ＊自治会加入率 29.7％  

                                                                    人  口   ６，４４２人  ＊平 均 年 齢  ４０．２歳 

令和 3 年（2021 年）９月 1 日発行 宮里自治会   編集 幸喜 愛   題字 金城 廣 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 

8/29 8/30 8/31 １ ２ ３ ４ 

沖縄県緊急事態措置期間（９月１２日まで） 
幼・小・中学１・２年

生１学期後半開始 

  

 

 

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ 

    

 

   

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ 

9:00宮里第1公園 

清掃活動日 

   

 

  

＊少年を守る日 

 

１９ ２０ 敬老の日 ２１ ２２ ２３ 秋分の日 ２４ ２５ 

    

 

   

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 出前児童館キッズデポが再開される場合

は、自治会 Facebook・ホームページで

お知らせします。 

9:00 道路ボランテ

ィア活動日 

    

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 

  

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。 

☆ ☆ 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 

<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／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.   ※アパート・マンションなどの共益費等には地域自治会の会費は含まれていません。 

お手数ですが別途ご加入をお願いします。 お申込み９３８－４８２１ 

 

 県内では、新型コロナウイルス感染症の猛威が一向に収まらず、特に本市においては、人口 10 万人当たりの新規陽性者数が県内ワーストとい

う深刻な状況です。 さらに、医療機関の病床はひっ迫し、医療崩壊の危機が目の前に差し迫っています。感染力の強い「デルタ株」は、若い方で

も酸素投与が必要な状況にまで悪化し、後遺症が数か月続くことがあります。 

 これ以上の感染を食い止めなくてはなりません。市民が必要とする医療は絶対に守らなければなりません。 

 市民の皆さまにお願いです。 

  ① 外でも家でも集まらないで、出かけないで下さい。              ② 同居家族以外とのバーベキュー・会食等はやめて下さい。 

③ 会食は同居家族のみにして下さい。                       ④ 他都道府県、離島との往来は、帰省を含めやめて下さい。 

⑤ 感染症対策の切り札のワクチンを積極的に接種して下さい。 

 ウイルスは、すぐそばにいます。発症前の『無症状』でも感染を広げます。どうか、自分自身と大切な人を守るため、家庭内でもマスク、手洗い、

うがいの徹底を心よりお願い致します。                                                        令和 ３年 ８月１６日 沖縄市長 桑江 朝千夫 

 

公民館開館時間のお知らせ 

緊急事態措置期間中は、原則として公民

館は午前中のみ開館し午後は閉館します。

ただし自治会業務自体は電話やインター

ネットを利用して連絡を取り合いながら

行っていますので、お急ぎの方は留守番電

話にお名前・電話番号を録音してくださ

い。折り返しご連絡します。 

ご不便をおかけしますが、区民の皆様の

ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

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
https://www.city.okinawa.okinawa.jp/kurashi/28250
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＊＊＊ 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） 

 

 

 沖縄に待望の金メダル！喜友名諒選手がやってくれましたね。感動を

ありがとう。上与那原 寛和選手の活躍も見守りたいと思います。 

☆8 月の役員会だより 

 8 月 19 日(木)に役員会を開きました。緊急事態宣言を受け、辛抱の続

く９月となります。 

① 宮里公園での行事はラジオ体操のみとします。 

日曜を除く毎朝 9 時〜。 

② ９月の友愛訪問は、お互いの命を守るために 

止む無く中止することにしました。 

 ☆市から散水機の貸与を受けました 

 宮里地区には T字状に大きな通りがあります。宮里小前 

を南北に、そして税務署向かいを東西に貫いています。 

通りに面して花壇が設けられ、季節ごとにさまざまな花が 

咲き乱れます。手入れをしているのは道路愛護団体のメンバーそして小中学

生のボランティアの方々。みやわし会の方も多く参加されています。 

夏の季節、花壇の手入れは水遣りが大きな負荷となります。サンダンカの

花が見事な、長く一直線に伸びる税務署向かいの通り。花壇が高いのり面

の上まで階段状に作られた、わしみ橋の横と宮里小学校のバス停付近。ペッ

トボトルや 5L タンクで何度も水を運んでいました。熱中症や落下事故が懸念 

される危険を伴う作業でした。 

沖縄市道路課との交渉の結果、この度、散水設 

備を導入してもらうことになりました。7月 30日、 

試験稼働を行いました。宮里自治会の軽トラに積 

んだ大型タンクへの給水は具志川浄水センター 

で、無料で受けられます。散水動力ポンプの威力 

も十分で、のり面の最上段まで楽々と給水できま 

す。もちろん柔らかなシャワーモードもあり、花木 

を痛めることもありません。安全に誰でも楽しみな

がら、水やりが出来るようになりました。8月 4日に自治会主催で道路愛護団

体リーダーたちが集まり、運用方法についての話し合いが持たれました。 

地域に奉仕するボランティア活動、皆さんも参加してみませんか。我らが

街宮里の美化が、ますます進んでいくこと請け合いです。（担当：山下） 

 

 

 

 

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！ 

  

毎年旧盆前には同志会と青年部を中心としたメンバーで、現在の拝

所と旧拝所跡の草刈りをしています。今年から旧字地が自治会名義に

なったこともあり、美里１丁目にある旧シリー 

ガーと城前町にある旧ウフィーガーの草刈り 

も実施することになりました。８月１５日 

（日）午前９時。役員・壮年部にも協力要請 

をしたところ総勢２４人のメンバーが集まり、 

午後３時までに４ケ所の清掃が終わりました。 

 美里１丁目の旧シリーガーは何十年も手付かずの 

状態で、どこに井戸があるのかわからないくらいの 

うっそうとした茂みになっていました。まずは安全 

祈願をしてから８人ほどで木の伐採や雑草を取り除 

くと、井戸の土台のコンクリート 

が陥没していたため安全対策のた 

め仮補修を施しました。 

城前町の旧ウフィーガーも午前中で草刈り完了。 

小さな穴から井戸の中をのぞくと、まだ水をたたえ 

ている様子に、作業にあたった二人もびっくりして 

いました。この二つの井戸は、いずれも周辺住民の 

方々が毎年草刈りをしてくださっていたとのこと。 

早速お礼に伺ったところ、これからも手入れはする 

ので一緒に守っていきましょうとのありがたいお 

言葉をいただきました。 

地域の歴史、生活を守ってきた井戸や拝所。これ 

からもみんなで大切に守っていきたいですね。 

ご参加いただいた皆さん、お疲れ様でした。 

 

 歩道改良工事のため、次のとおり市道歩道部の通行規制を行います。工

事期間中、仮設歩道設置に伴い車道交通規制等を行いますのでご迷惑をお

かけしますがご理解とご協力をお願いします。 

工 事 場 所 ：・市道宮里 34 号線 国税庁西側線 

(味自満前⇒とぐち歯科⇒未来ガス⇒美里郵便） 

交通規制期間：令和３年９月中旬～令和４年１月末予定（９月中旬樹木伐採開始） 

問 合 せ ：沖縄市役所 建設部 道路課 街路係 

市役所代表☏：098-939-1212（内線 2616・2617）直通：098-989-9138 

 

 

 

 

 

デルタ株による新型コロナウィルスの感染拡大が続いているた

め、市内幼稚園および小・中学校（中学３年生を除く）の夏季休業

期間が延長されました。今後の感染状況により、夏季休業期間の変

更がある場合は、沖縄市教育委員会・各小中学校から改めてお知ら

せがあります。保護者の皆さんは、最新の情報をご確認ください。 

＜夏 季 休 業 期 間＞（参考：8/19 付教育委員会からのお知らせより） 

小学校・市立幼稚園 ⇒ ８月３１日（火）まで 

中学１・２年生   ⇒ ８月３１日（火）まで 

中学３年生     ⇒ ８月２３日（月）まで 

＜１学期後半スタート＞ 

小学校・私立幼稚園 ⇒ ９月１日（水）から 

中学１・２年生   ⇒ ９月１日（水）から 

中学３年生     ⇒ ８月２４日（火）から 

※部活動については８月３１日（火）まで原則休止とします。 


