
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！ 

忘年会シーズン到来 コロナ感染対策だけでなく飲酒運転にもご注意を！楽しく有意義な年末をお過ごしください(^▽^)/ 
 

＊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。   ＊免許証を提示する事 

＊要予約（ただし自治会業務が優先されます。） 

＊借用申請書を提出する事（必須） 

＜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。 

＊伊礼紙業＊ 8:00～17:00 ☎938-0200 

１０月３０日（日）宮里小学校体育館において、令和４年度宮里自治会敬老会を開催しまし

た。区内にお住いの８０歳以上の敬老対象者４３０名にご案内をしたところ８４名の方がご参

加くださり、笑顔あふれる楽しい敬老会となりました。コロナの影響も懸念されることから敬

老対象者のみ、余興も減らして１時間の内容となりました。 

お忙しい中ご臨席を賜りました桑江沖縄市長をはじめ、ご協力いただいた賛助会員各社

様・社協・地域包括支援センター・ゆいの郷様・老人会・青年部・役員の皆様、ご寄付をいた

だきました皆様に心より感謝を申し上げます。誠にありがとうございました。  

宮里自治会長 幸喜 愛 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                ＜宮里区情報＞令和４年 10月 31日現在 

＊世帯数 ２，６６８世帯  ＊自治会加入率 28.0％  

                   ＊人  口  ６，３８４人   ＊平 均 年 齢  40.8歳 

令和 4 年（2022 年）12 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 

11/27 28 29 30 12/1 2 3 

    

16:00出前児童館 

  

 

14：00老人会ちぎり絵

制作 

 

 

4 5 6 7 8 9 14 時老人会ちぎり絵製作 10 

 14：00老人会ちぎ

り絵制作 

14:00老人会 舞踊

練習 

 

16:00出前児童館 

19:00 評議委員会 

 

10：00 生きデイ 

16:00かりゆし福祉会 

 

11 第一公園清掃日 12 13 14 15 16 17 

14:00女子部カップ

ケーキデコレーション 

14：00老人会ちぎ

り絵制作 

14:00老人会 舞踊

練習 

 

16:00出前児童館 

 

 

14：00老人会ちぎり絵

制作  

青年部 納会 

18 19 20 21 22 23 24 

 14：00老人会ちぎ

り絵制作 

14:00老人会 舞踊

練習 

 

16:00出前児童館 

 

 

10：00 生きデイ 老人会文化祭準備 

25 26 27 28 29 30 31 

10：00老人会  

第 1 回文化祭＆バザー 

 14:00老人会 舞踊

練習 

仕事納め 壮年部 納会   

２０２３年 1/1 2 3 4 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 

   仕事始め 

12月号 

宮里自治会⇒ 

公式 LINE ⇒ 

 

あなたの納める会費が 

安心安全な地域を作っています。 

 

☆☆ 宮里自治会 会費（月額） ☆☆ 

＊持ち家世帯     ６００円 

＊借家（アパート）     ４００円 

＊賛助会員（事業所 ）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。  

自治会 

軽トラ 

貸出しの

ご案内 

お申込み９３８－４８２１ 

 

年 末 休 暇 

年 始 休 暇 

 
令和４年度宮里自治会敬老会ご報告 

たのしかったよぉ～ありがとう！のお言葉が何より嬉しい 

桑江朝千夫沖縄市長 

司会のお二人ご苦労様でした 

また来年お会いしましょう！ 

老人会のめでたい節で幕開け 

老人会長 閉会のあいさつ 

開場３０分前 おしゃべりも楽しい      

生涯学習フェスティバル 於：沖縄市営体育館 

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


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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＊＊＊ わたしたちは宮里自治会の賛助会員です。＊＊＊ 

                                                            

㈱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） 

☆師走へ 

ひんやりとした長雨が続いた後にまた爽やかな夏日が現れる。内地

から来た旅行者は急きょ買い求めたかりゆしウエアに着替えて、快適

な気候を楽しんでいました。それでももう師走。冷たい雨に北風が加

わると急に寒さが身に染みて来ます。お互いの体調や感染者の動向を

見ながら、師走から正月に向けてみやわし会は活発に活動を続けて行

きます。 

☆ めでたい節 

10 月 30 日の敬老会ではみやわし会の 

5 名の方が「めでたい節」を鮮やかに舞わ 

れて大好評を得ました。次は 1 月のレクリエーション大会。総勢 20

名での舞踊となります。毎週火曜 2 時からの公民館での練習にも熱が

入ります。皆さんのご参加と声援で大いに盛り上げましょう。 

☆ 合同作品展とバザー、手作りケーキ販売 

個人作品：写真・絵画・書道・手工芸など 

ご自慢の作品の出展を大募集します。 

共同作品：「首里城」に続き、今回は「守礼の門」の 

ちぎり絵、さらに琉球王朝皇帝尚泰王の「玉冠」の模作

を手掛けます。毎週月曜日と金曜日の午後 2 時から皆さ

んで制作にあたります。公民館にお集まりください。 

合同作品展と同時に、バザーと手作りケーキやサーターアンダーギ

ー、ソーメンチャンプルーの販売を行います。バザー提供品の受付等

の詳細については改めて「ちらし」でご連絡いたします。 

☆ 新里益秀さんが表彰されました 

地域の安全活動に長年尽力されたことに対して、 

九州防犯協会会長と九州管区警察局長から立派な盾 

と賞状を受けられました。おめでとうございます。 

（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！ 

令和５年宮里自治会新年会 開催予定！！ 

１２月８日（木）の評議委員会で詳細を決めますが、年

が明けて１月下旬か２月上旬に、コロナの状況を確認しつ

つお知らせします。お楽しみに(^▽^)/ 

介護保険リフォーム かなさホーム スナック若葉 

任期満了に伴う自治会長選挙について（お知らせ） 

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２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。 

自治会長選挙は宮里自治会選挙規程に則って行われます。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などをご確認ください。自治会

費は公民館での納入も可能ですので平日朝９時から午後５時ま

での間にご来館下さい。ご協力を宜しくお願い致します。 

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

にてお知らせいたします。 

＜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。 

歳末助け合い募金へのご協力お願い 

今年も『つながりささえあうみんなの地域づくり』をキャッチフレーズ

に、１２月１日から全国一斉に「歳末たすけあい運動」が展開されます。 

歳末助けあい募金は誰もが孤立することなく、安心して暮らすことができ

る福祉のまちづくりへの幅広い理解と参加をはかることを目的に集められ、

地域の見守り活動や福祉の取り組みのために役立てられます。 

期間中、地域の民生委員が事業所を訪問します。また自治会会員の皆様に

は自治会費納入時に事前に募金の協力をしていただいております。まだの方

は集金人がお伺いしたときにご協力下さまいすようお願い致します。 

 

 

 

 

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金のお知らせ 

すでに市から確認書が送られている「世帯全員の令和４年度

住民税均等割が非課税の世帯」と、今年、予期せず収入が減少

し「住民税非課税相当」の収入になった世帯に１世帯当

たり５万円が支給されます。 

広報おきなわ１２月号１６ページに詳しく掲載されていま

す。申込期限が令和５年１月３１日(火)ですので、お心当たり

の方は沖縄市役所にお問合せ下さい。沖縄市役所代表：939-1212 

令和４年１月～１２月までの間に     

予期せず収入が減少した世帯の皆さんへ 


