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！
＜宮里区情報＞令和４年 9 月 30 日現在
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宮里公園・宮里第

（中学生以上）
パトロール隊

シフト制パトロール

（成人）
クリーン指導員
（成人３名）
民生委員
（成人３名）
自治会
軽トラ

・随時

宮里区内

（沖縄市より委嘱）
・随時

宮里中学校区

場 所 ： 宮里区内全域 （ゴミ集積場所は宮里小学校バス停近く）
宮里自治会では、例年宮里中学校の生徒さんにボランティア活動の一環として
参加してもらっていましたが、今年は、宮里中学校の生徒さんだけでなく地域の皆
さんにも参加しやすい方法を実施することにしました。

ご参加いただいた方には飲み物を準備しています。
・燃やせるごみ・燃やせないゴミ・ペットボトル・かん・びん
収集できるごみ
・有害ごみを種類別に分けて集めてください。
・粗大ごみ・草木・雑草・自動車の備品・家庭からの持ち込み
収集できないごみ
・事務所からのごみは持ち込まないでください。
当日はマスクの着用をお願いするとともに、風邪の症状や熱のある方、コロナ感
染症・インフルエンザ感染へのご不安のある方は参加をご遠慮くださいますようお
願い申し上げます。また、小さなお子様を連れての参加の場合は交通事故にあわぬ
よう細心の注意をお願い致します。
（お問合：９３８―４８２１・平日の
み）

・週２～3 回の

宮里区内

（沖縄市より委嘱）

＊宮里自治会 加入世帯員 限定！＊

宮里自治会公式 LINE

＊使用料→半日 500 円。全日 1,000 円。
＊満タン返し。

＊免許証を提示する事

あなたの納める会費が安心安全な地域を作っています。

貸出しの ＊要予約（ただし自治会業務が優先されます。）
ご案内

電話 098-938-4821 （平日午前９時～午後５時・土日祝休）

・年２～５回の会議
・年 2 回の合同訓練

青 色 防 犯

40.6 歳

ご自宅からゴミ集積場所までの道路（歩道）上・公園内などに
落ちているゴミを、使い古しのレジ袋（M サイズ程度）に拾い集
めながら宮里小学校バス停までお越しください。 バス停近くで仕分けします。

２公園は主に老人

宮里区内

６，３９２人

朝９時～合同清掃

会メンバー

自主防災組織員

＊平 均 年 齢

口

日 時 ： 令和４年１１月１３日（日） 午前９時〜午前１１時

朝９時～全体清掃

６か所６班に分

＊人

沖縄市では、毎年１１月第２週の日曜日をクリーンデーIn 沖縄市の日として定
め、各自治会を中心に地域清掃を実施しています。ご家族揃ってご参加ください。

・毎月第４日曜日

ボランティア

住所 宮里１-３-９

＊自治会加入率 28.0％

クリーンデー in 沖縄市にご参加ください！

はじめてみよう地域のボランティア！！
地域ボランティア募集中

題字 金城 廣

＊世帯数 ２，６７２世帯

☆☆ 宮里自治会

＊借用申請書を提出する事（必須）

＊持ち家世帯

＜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。帳簿につけておけるようにしています。

６００円

＊賛助会員（事業所

↓

↓ ↓

↓

会費（月額） ☆☆
＊借 家（アパート） ４００円

）１，０００円

＊募金活動協力

（赤十字・社協・赤い羽根・歳末・結核・緑の羽根）

※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。お手数ですが別途自治会にご加入を
お願いします。 お申込み９３８－４８２１

＊伊礼紙業＊ 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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清掃活動日

２０

16:00 出前児童館

２１

２２

２３

勤労感謝の日

越来城下町まつり
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宮里小学校 HP：https://www.fureai-cloud.jp/miyazato-es
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

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

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！

任期満了に伴う自治会長選挙について（お知らせ）

☆ 秋深く
ぐんと涼しくなってきましたね。毎朝 9 時、宮里公園にラジオ体操の音楽
が流れます。一緒に手足を伸ばしましょう。
皆さん連れ立っていらしてください。
この時期、敬老の催しが続きます。沖縄市でも 9 月 30 日に市老人クラ
ブ大会が催され、特別功労者としてみやわし会から 3 名の方が表彰されま
した。千木良ハルさん、山城正喜さん、謝花文子さん。おめでとうございま
す。
特別功労者の代表の方から印象的なお話が。「健康は自分が努力したか
らではない。先祖が恵んでくれたもの」と。脈々と受け継がれていく魂と肉
体、私たちもその一翼を担って、元気で明るい心と体を後世にしっかりと伝
えて行きたいものですね。

宮里自治会長の任期は、会則により１期２年間と決まってい
ます。任期満了に伴い自治会長への立候補者が二人以上になっ
た場合は、令和５年３月に選挙となります。自治会では評議委
員会の承認を得て、１２月に選挙管理委員会を立ち上げます。
詳しいことは、新選挙管理委員会発足後自治会だより１月号に
お知らせいたします。

越来城下町まつりに青年部若鷲会 出演します！
３年ぶりに、水辺公園で越来城下町まつりが開催されます。
越来城の周辺地域１０自治会と地域住民の交流、親睦を深め、
地域の歴史・文化を学び、魅力ある地域づくりをめざして開催

☆ 火曜 2 時だよ、全員集合！ 「めでたい節」

されるものです。平成２５年に

毎週火曜日の午後２時、宮里公民館の２階に
みやわし会の方が集まってきます。来年 1 月 14 日
の市老連クリエーション大会、20 人で踊るのは
「めでたい節」。指導するのは民踊の委員の前門政子さんと比嘉ミヨ子さ

国土交通大臣表彰の「手づくり

ん。集まる皆さんもベテランです。三線の軽やかな音に、流れるようにしなや
かに自然に体が動きます。めでたさはもう正月気分。なかには初めての方
もいてなかなか難しそう。でも大丈夫、周りの皆さんが順序も扇の使い方も
足の動きまで、優しくていねいに教えてく
れます。少し汗ばむ程のよい運動です。
そして日に日に皆さんの息が合っていき
ます。
大会まであと２カ月余り。踊りも応援の輪
ももっと盛り上げたいのですが、残念なが
ら踊り手もまだまだ不足しています。皆さん、火曜日の午後はぜひ公民館
へお集まりください。
（担当：山下）

開催されます。わが宮里青年部若鷲会も演舞しますので、ぜひ

郷土賞」を受賞しました。今年
は、美ら島おきなわ文化祭
2022 への参加イベントとして

2018 年の出演風景

足をお運びください。エイサーは後半の出演を予定していま
す。お楽しみに

日

時：１１月２０日（日）16：00～21：00

場

所：越来城址水辺公園

沖縄市道路通報アプリのご紹介
令和３年４月より「沖縄市道路通報アプ
リ」が運用開始しました。「道路に穴があ
いている」「カーブミラーが壊れている」
「街路樹が折れている」「道路側溝が詰
まっている」といった市が管理する道路
の不具合を発見した時に速やかに通報

事業所代表

できるアプリです。

あきの

自治会を通して修繕を要請するよりもずっと早く対
応してくれます！（悔しいですが💦）このアプリを活用
して道路問題解決へとつなげていきましょう。下記の
QR コードからダウンロードしご利用ください。

◆tel:：098-9608674

◆mob:090-68681001

<App Stor>

<Google Play>

◆住所：沖縄県宜野湾市伊佐 3-15-12

＊＊＊

わたしたちは宮里自治会の賛助会員です。＊＊＊
スナック

若葉

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・癒食酒房たかはし・㈱沖縄工房しろあり特捜部・玉栄興業・Bar Crazy Diamond
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・就労事業所かがり
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・合同会社 BOND・Ｓｈｉｍａｙａ・Neo Line・すば処うゎちち
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・㈲仲真組・達企画・㈲エレメンツ・㈱アサト技研
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・DAIKEI
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

