地域内の街灯（保安灯）の電気代は自治会加入世帯員の会費でまかなわれています。安心安全な夜道を維持するためにも多くの家庭が自治加入を！
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令和 4 年 8 月１5 日
区民の皆様へ
沖縄市自治会長協議会
沖縄市自治公民館長連絡協議会
沖縄市自治会加入促進協議会

ご 報 告
この度各メディアで報道されておりますように、沖縄市自治会加入促進協議会の会長が市の補助金を私的に流用する
という事案が発生しました。
これにより自治会制度への信頼を損なうような結果となってしまい、区民の皆様に対して多大なご不安とご迷惑をおか
けしましたことを深くお詫び申し上げます。
本件につきましては既に出金額と同額の金額が返却され被害回復がなされているところではございますが、沖縄市３７
自治会長で構成される三団体として今回の事件を重く受け止め、本件会長を除名する処分を決定致しました。
今後は各団体も再発防止に努め、地域の皆様の安心安全のために努めてまいりますので、ご理解を賜りますようお願い
申し上げます。

エイサー道ジュネーについて

自治会軽トラック 貸出のご案内

＊宮里自治会 加入世帯員 限定！＊
＊使用料→半日 500 円。全日 1,000 円。
＊満タン返し。
＊要予約
（ただし、自治会業務・行事が優先されます。）

お盆に踊るのが習わしのエイサー道ジュネーで
すが、今年はコロナ感染者急増で旧盆中に実施す
ることができなかったので、下記の日程とコース
で行います。季節外れの道ジュネーですが、地域の
方々に見ていただければ幸いです。
コロナ感染対策のため、村中を練り歩くことはせず

宮里自治会公式 LINE
↓

↓ ↓

↓ ↓

大通りのみで行います。また、コロナが急増した場

＊免許証を提示する事

合は中止する可能性もあります。ご了承ください。

＊借用申請書を提出する事（必須）

９月２４日（土） 宮里第１公園 18：00 スタート

＜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・アルミ缶などを直接持ち込み、「宮里自治会
で」とお伝え下さい。
＊伊礼紙業

宮里第１公園⇒宮里小学校⇒とぐち歯科前右
折⇒宮里 9 班前⇒ステップワン前終了
旧盆中の東青年会のエイサーはお楽しみ頂けました
か。東青年会の皆さんありがとうございました。

宮里青年会若鷲会も頑張ります！

営業時間：8:00～17:00 ☎938-0200

宮 里 自 治 会

H P：http://miyazato.okinawa/

宮里自治会 Facebook：@miyazatojitikai
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地域内の街灯（保安灯）の電気代は自治会加入世帯員の会費でまかなわれています。安心安全な夜道を維持するためにも多くの家庭が自治加入を！

青空に元気な入道雲。
そこから地面に向かって真っすぐに灰色の柱が伸びる。かたぶいで
す。そして、青空のはるか上には秋のすじ雲やうろこ雲が。季節は確

令和４年度宮里自治会敬老会について
自治会では、コロナ感染症拡大に伴い飲食を伴う行事を

実に移ろっていますね。コロナでしばらく活動を休んでいたみやわし
会、9 月からまた動き始めます。ラジオ体操も始まります。皆でフレ
イル（虚弱）を防いで健康寿命を延ばしましょう。
☆ 役員会だより

避けてきましたが、今後の感染状況が落ち着くようであれ

(1)

重に話し合って決める予定です。敬老会が開催できない場

展示会出展用の共同作品を作ります

前回は共同作品「首里城のちぎり絵」で多くの方々の好評を得まし
たね。今回も来年 3 月の展示会に向けて、多くの会員の皆さんが共同
して作成に当たれるような楽しい作品を、文化教養委員を中心に企画
していきます。ご注目ください。

(2)

ただし、大きなリスクを伴いますので、実施については慎
合は記念品配布の予定です。
詳しくは自治会だより１０月号でお知らせ致します。

市老連クリエーション大会に、めでたい節を

来年 1 月に行われる大会に、みやわし会から「めでたい節」で参加
します。練習は毎週月曜火曜のラジオ体操（朝 9 時）に引き続き宮里
公園で、さらに同日の午後には公民館２Ｆでもおこないます。指導に
当たるのは民謡委員、民謡リーダーの方たちです。ぜひご参加下さ
い。

(3)

ば令和４年度宮里自治会敬老会を開催したいと思います。

みやわし会ゲートボール大会

宮里公園で毎朝笑い声が響くのを聞かれたことがあるでしょう。皆
さんがゲートボールを楽しんでいる声です。現在 10～15 名ほど。
チーム対抗なのにとても和やかです。そのわけは宮里独自のルールが
あるから。
○ 好プレーには敵味方なし。惜しみなく称賛しましょう。
○ 凡プレーに落ち込まない。笑いで吹き飛ばそう。
○ 決して急かさない。シニアのゲームですから。
今回は、このゲームをもっとたくさんの皆さんで楽しめるものにしよ
うという企画です。ゲームの後の東屋でのゆんたくもまた楽しいです
よ。9 月 29 日（木）9 時から宮里公園で。初心者でも、道具は無くて
もＯＫです。どうぞ皆さん連れ立ってお集まりください。（担当：山下）

種馬鈴薯の予約注文について
予約注文を受付けております。
納品予定 １０月中旬

長崎県産 ニシユタカ

価格見込み ３，２００円/１０Kg
公民館にお電話ください。電話 098-938-4821

9/1〜9/30 地域型認可保育園大見学会ウィーク
自治会賛助会員の、もものき保育園・ヤクルトわくわく宮里保育園の見
学ができます。 詳しいことは、QR コードから各保育園に直接ご連絡く
ださい。自治会公式 LINE 等でもちらしの紹介しています(o^―^o)

高校生ボランティア活躍中！！
毎月第４日曜日に実施している道路ボランティアに、宮里中
学校出身の高校生が参加しています。中部農林や未来工科高
校の学生さんたちです。真夏の日差しにも、道路の照り返し
にも負けず、黙々と草刈りやゴミ拾いのお手伝いをしてくれています。そん
な姿を見て通行人の方も「お疲れ様。いつもありがとう。」と
声をかけてくださったり、飲み物を差し入れしてくださる方
が増えてきました。心の交流があると、子どもたちも頑張っ
た甲斐がありますね。中・高校生の参加大歓迎です！

＊＊＊

わたしたちは宮里自治会の賛助会員です。＊＊＊

Bar Crazy Diamond

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！

㈱山口設計・介護タクシー亀・就労事業所かがり・癒食酒房たかはし・すば処うゎちち・㈱沖縄工房しろあり特捜部
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・ヤクルトわくわく宮里保育園・Neo Line
めぐみ野保育園・でいご保育園・セイフティタイヤサービス・㈱アサト技研・合同会社 BOND・Ｓｈｉｍａｙａ
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・ベルガモットプラス・㈲クラウン工業

㈱きらきらプロサポート・㈱ステップワン・玉栄左官業・DAIKEI・㈲仲真組・達企画・㈲エレメンツ
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・㈲富川工業・島ペイント・ゆんたく居酒屋宮里九班
竹製菓・東洋電気工事㈱・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・沖縄タイムス宮里東美里販売店
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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いただけます。ぜひお申込みください。（詳しくは宮里自治会 電話：098-938-4821）

コロナに負けず、がんばろう！！！すべての医療関係者に敬意を

