
世帯数 415 414 -1

平成２４年６⽉3０⽇現在

24年 5⽉末 6⽉末 ⽐較

渡嘉敷村の⼈⼝・世帯数

渡嘉敷 466 463 -3
4阿波連 215 219

前 島 09 9
計 690 691 1



　沖縄振興特別調整交付金の創設が決定され、平成２４年度は本村に２億３千万円の配分が報道されて

います。

　渡嘉敷村にどのような使途が認められるか、未確定な部分はありますが、沖縄振興・離島振興及び地域

活性化に役立つ、あるいは沖縄の特殊性をふまえた使いみちであることが前提となります。本村の実情に

見合った施策を展開し、地域の振興につながる事業を実施するため住民及び観光客の皆さんのご意見を

広く募集いたします。

１．提案の際は次の項目をご記入ください。

○事業名 ○事業概要 ○事業の効果 ○予算規模（わかれば ）○連絡先をご記入下さい。

記入用紙の入手方法・・・渡嘉敷村役場 総務課窓口に設置してます。

　　　　　　　　　　　　　　　　右記の記入用紙をコピーして下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　渡嘉敷村ホームページからダウンロードして下さい。

http://www.vill.tokashiki.okinawa.jp/

２．ご提案方法

① 渡嘉敷村役 総務 窓 ま

沖縄振興特別調整交付金（仮称）についての意見募集

～ 一括交付金の使いみちをご提案ください ～

☆ ☆ ご 意 見 を お 聞 か せ 下 さ い ☆ ☆

① 渡嘉敷村役場 総務課窓口まで

② ＦＡＸで　０９８－９８７－２５６０

③ e-mail:soumuka@vill.tokashiki.okinawa.jp

④ 郵送　〒901-3592 沖縄県島尻郡渡嘉敷村字渡嘉敷183番地　渡嘉敷村役場 総務課行き

３．募集期間　　　随時募集中

４．お問い合わせ先　　渡嘉敷村役場　総務課　℡０９８－９８７－２３２１

子供支援な

教育・文化、児

童生徒支援など

観光産業支援など

環境保全支援など



沖縄振興特別調整交付金（仮称）についての意見募集 

～いわゆる一括交付金～ 

目的 

沖縄振興特別調整交付金の創設が決定され、平成 24 年度は本村に２億３千万円の配分が報道されて

います。この事業の詳細には未確定な部分はございますが、沖縄振興・離島振興 

及び地域活性化に資する、あるいは沖縄の特殊性等を踏まえた事業であることが大前提となります。

そのことから、沖縄及び村の実情に即してより的確かつ効果的に施策を展開し、真に地域の振興に必要

な事業の実施を行うため広く意見を募集いたします。 

 

ひと、産業、くらし、環境など活性化すべき分野への皆様のご意見をお聞かせ下さい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ご意見に対する詳細や内容をお聞きすることがありますので下記もご記入願います。 

住 所                            

名 前                            

連絡先                            

募集期間   随時募集中 

提出先    ①提出先    渡嘉敷村役場 総務課                

②郵  送   〒901-３５９２ 沖縄県島尻郡渡嘉敷村字渡嘉敷１８３番地 

                        渡嘉敷村役場 総務課行き 

        ③ＦＡＸ    098-987-２５６０ 

        ④e-mail:     soumuka@vill.tokashiki.okinawa.jp 

問い合わせ先     098-987-2３２１ （渡嘉敷村役場 総務課） 

意見記入欄（自由記述） 
１事業名    
 
 
２事業概要 
 
 
３事業効果 
 
 
４予算規模   
 



 

介護保険料納付のお願い 

 

６５歳以上のみなさん、７月から 

平成２４年度介護保険料普通徴収の納付が始まります。 

   
保険料の納めかたは、年金から天引き（特別徴収）される場合と、納付書による納付 

（普通徴収）の２つにわかれます。いずれの納めかたになるかは、老齢・退職（基礎） 

年金等の受給額などで決まります。 

 特別徴収の方は、仮徴収（４月・６月・８月の年金から天引き）されます。 

 
○特別徴収 ＝ 年金から天引きされます。 
【対象者】 

老齢・退職・障害・遺族年金が年額１８万円以上の方 
【納めかた】 
 偶数月に支払われる年金から、介護保険料があらかじめ天引きされます 
 
○普通徴収 ＝ 納付書で個別に納めます。 
【対象者】 

年度の途中で６５歳になった方 
年度の途中で他の市町村から転入した方 
年度の初め（４月１日）には年金を受給していなかった方 
年度の途中で所得の更正等があり、保険料額が変更となった方 
老齢福祉年金受給者 

【納めかた】 
 納期ごとに、広域連合から送られてきた納付書をもって指定の金融機関などで収めていただく 
か、口座振替によって納めていただきます。 

納期は７月（第１期）～翌年３月（第９期）となります。 
 

※口座振替をご利用すると便利です！ 
 保険料が金融機関から自動的に振り替えられるため、手間が省け、納め忘れもなくなります。 
 取り扱い金融機関で、通帳届出印、通帳、納付書を持参して「口座振替依頼書」に必要事項 
を記入し、申し込みます。（口座振替の開始は、申し込みの翌月以降となります。） 
 

介護保険料を滞納すると（給付制限について） 
 介護保険料の納め忘れがありますと、介護サービスを利用した際に、利用料を一旦全額支払ら 
わなければいけなくなったり、負担割合が三割になったりするなどのペナルティーが課せられる 
場合がありますので、納め忘れのないよう、よろしくお願い致します。 
 
 
 
 
 



 

介護保険料減免についてのお知らせ 
沖縄県介護保険広域連合では、沖縄県介護保険広域連合介護保険条例に基づき介護保険料の減免を行っています。

 

【対象者】 

  下記の事項①～⑤のいずれかに該当する方が対象となります。 

① 震災・風水害・火災等により、住宅・又は家財に著しい損害をうけたこと。 

② 生計の主の収入が死亡、又は長期入院により、著しく減少したこと。 

③ 生計の主の収入が事業の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、著しく減少したこと。 

④ 生計の主の収入が天災による農作物の不作、不漁等により、著しく減少したこと。 

⑤ その他、広域連合長が必要と認める者。（生活保護基準に該当する場合） 

 
【介護保険料の減額免除割合】  ※ 保険料の減額は承認された後、変更されます。 

   ①に該当する場合 

    ・前年の所得額と損害の程度により、全額から８分の１を減額。 

   ②又は③に該当する場合 

    ・前年の所得額と所得の減少割合により、２分の１から８分の１を減額。 

   ④に該当する場合 

    ・前年の所得額と農水産物の損失額（補償額は除く）により、１０分の５から１０分の９を減額。 

   ⑤に該当する場合 

    ・保険料の半額。又は第１段階保険料との差額を減額。 
 

【申請に必要なもの】 

  ○ 持参していただくもの 

   ①に該当する場合 

    ・消防署・警察署・保険会社からの罹災証明書等 

   ②に該当する場合 

    ・医師の診断書 

   ③に該当する場合 

    ・休廃止していることを証明するにたりる書類、失業保険受給証明書 

   ④に該当する場合 

    ・不作・不漁等については、これを証明するにたりる書類 

   ⑤に該当する場合 

    ・印鑑（認印可） 

    ・年金支給通知書等（年金額が確認できるもの） 

    ・被保険者の世帯全員の預金、貯金通帳 

    ・有価証券 

    ・身体障害者手帳 

    ・加入している健康保険証 

    ・ご本人及び世帯に働いている方がいる場合は給与証明、また事業をしている場合は所得の収支が確認できるもの

    ・資産評価証明書（資産がない場合は無資産証明書。市町村役場にて発行しています。） 

※ 提出された書類に不足、不備がある場合、又は、偽りの申請その他不正な行為があった場合には保険料の 

減免を受けることはできません。 

 

【申請書類提出先】 

   ・お住まいの市町村の介護保険担当課へ申請を行ってください。 

 

【問い合わせ先】 

   ○沖縄県介護保険広域連合 

    〒904-0197 沖縄県中頭郡北谷町北谷２丁目６番地２ 

             ＴＥＬ 098-921-7802（会計課 賦課徴収担当） 

○市町村担当課 民生課 介護保険係 ＴＥＬ ０９８－９８７－２３２２



別紙２ 
 

高額な外来診療を受ける皆様へ 
 
 これまでの高額療養費制度の仕組みでは、高額な外来診療を受けたとき、ひと月の窓口負担が自己負担限度額

以上になった場合でも、いったんその額をお支払いいただいていましたが、平成 24 年 4 月 1 日からは、限度額適

用・標準負担額減額認定証（以下、減額認定証）を提示すれば、自己負担限度額を超える分を窓口で支払う必要

はなくなります。 
 
○減額認定証をお持ちの方へ 
 平成 24 年 3 月 31 日以前に交付された減額認定証をお持ちの方は、経過措置を設けており、記載されている有

効期限（平成 24 年 7 月 31 日）まで使用することができます。 
 
○減額認定証をお持ちでない方へ 
 区分（低所得）Ⅰ、区分（低所得）Ⅱに該当する方で、減額認定証をお持ちでない方は、お住まいの市町村後

期高齢者医療担当課へ事前に交付申請を行い証の交付を受けることができます。 
 
＊区分（低所得）Ⅰとは 
同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が 0 円となる世帯に

属する方（年金控除額を 80 万円として計算） 
 

＊区分（低所得）Ⅱとは 
 同一世帯の全員が住民税非課税の世帯に属する方 
 
お問い合わせ先：〒904-1192 うるま市石川石崎 1 丁目 1 番 
        沖縄県後期高齢者医療広域連合 
        管理課（℡098-963-8012） 
        事業課（℡098-963-8013） 

お住まいの市町村役所（場）の後期高齢者医療担当課までお問い合わせください 
 



別紙１                                   （広報案渡嘉敷村版） 

平成２４・２５年度の後期高齢者医療の保険料率改定について 

 後期高齢者医療制度では、年々増加する被保険者と医療費の動向を踏まえて、２年ごとに保険料の見直しを

行う制度となっており、被保険者である高齢者一人ひとりに、保険料のご負担をお願いしています。 

 当該制度の保険料率は、原則、沖縄県内は均一としていますが、渡嘉敷村におきましては、沖縄県後期高齢

者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例で定めるところにより、均一の保険料率よりも低い保険料率で保

険料を算定することができる特例が定められています。 

この保険料率は、制度開始から６年間をかけて、均一の保険料率となるように、２年ごとに保険料率が改め

られます。 

平成２４・２５年度の保険料率（所得割率、均等割額）については、下記の保険料率に改められました。 

また、保険料の賦課限度額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令及び沖縄県後期高齢者医療

広域連合後期高齢者医療に関する条例の改正により、55 万円に改められました。 

高齢者の皆様には、ご負担をお願いしますが、安心して医療が受けられるよう、今後にわたって安定的に持

続可能な財政運営とするため、ご理解とご協力をよろしくお願いします。 

記 

渡嘉敷村 平成 24・25 年度（改正後） 平成 22・23 年度（改正前） 比較 

所得割率 ８．４１％ ８．０２％ +０．３９ポイント

均等割額 ４６，２９４円 ４４，１４７円 +２，１４７円 

平成２４・２５年度沖縄県均一保険料率（平成２０年度より据え置き） 

所得割率 均等割額 

８．８０％ ４８，４４０円 

沖縄県保険料賦課限度額 

平成２４年度（改正後） 平成２３年度（改正前） 前年度比 

５５万円 ５０万円 +５万円 

※上記の金額については、平成２４年２月１４日開催、「平成２４年第１回沖縄県後期高齢者医療広域連合議

会定例会」において決定されました。（沖縄県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の 一部

改正） 

沖縄県被保険者数の動向                        （単位：人） 

年度 Ｈ20 年度

（実績） 

Ｈ21 年度

（実績）

Ｈ22 年度

（実績）

Ｈ23 年度

（見込）

Ｈ24 年度

（見込） 

Ｈ25 年度

（見込） 

被保険者数 109,090 113,104 117,106 121,112 125,051 129,073 

※被保険者数について、平成 20 年度は、4 月から翌年 2 月までの平均人数 

平成 21 年度以降は、3 月から翌年 2 月までの平均人数 

沖縄県被保険者一人当たり医療給付費の動向               （単位：円） 

年度 Ｈ20 年度

（実績） 

Ｈ21 年度

（実績）

Ｈ22 年度

（実績）

Ｈ23 年度

（見込）

Ｈ24 年度

（見込） 

Ｈ25 年度

（見込） 

医療給付費額 875,926 894,880 917,511 941,325 960,196 982,566 

※高齢者の一人当たりの医療給付費が増加する見込みとなっています。 

 
お問合せ先： 〒904-1192 うるま市石川石崎１丁目１番 

沖縄県後期高齢者医療広域連合 

       総務課 098-963-8011  管理課 098-963-8012  事業課 098-963-8013 



◆

◆

◆

◆

◆

◎

　先発医薬品（新薬）の特許が切れた後に販売される、先発医薬品と同じ有効成分、ほぼ同
じ効能・効果を持つ医薬品のことです。先発医薬品より安価で、経済的なので患者さんの自
己負担の減額、国保財政の改善につながります。金額については事前にかかりつけ医又は
薬剤師に相談して下さい。

“保険税は国保の大切な財源です”

国保からのお知らせ

国民健康保険税について
　国保税は、それぞれ収入や資産、加入世帯員数に応じてお金を出し合い、病気やケガな
どの医療費にあてる税金です。渡嘉敷村に住所がある人は、職場の健康保険に加入してい
る人や生活保護を受けている世帯を除いて、渡嘉敷村の国保に加入し、国保税を納めなけ
ればなりません。

納税義務者について
　国保税を納める人は、国保に加入している人がいる世帯の世帯主の人です。（世帯主は
国保加入者だけとは限りません。）

国保税の軽減について
　世帯の所得により軽減があります。世帯主（国保加入者でない世帯主を含む）及び、国保
加入者全員が所得の申告をしないと、軽減に該当する場合であっても軽減が受けられませ
ん。所得の有無に関わらず必ず所得の申告をして下さい。

非自発的失業者の軽減について
　非自発的な理由で失業（離職）した方が国保に加入した場合、国保税が軽減されます。申
請には「雇用保険受給者証」が必要です。又、条件がありますので確認をお願いします。

後発医薬品（ジェネリック医薬品）について

“平成２４年度国保税の納付が始まります”
平成２４年度　国保税の納期

期別 第１期 第２期 第５期 第６期 第７期第３期 第４期 第８期

納付期限 7月31日 8月31日 10月1日 10月31日 11月30日 1月4日 1月31日 2月28日

*納期限内納付にご協力をお願いします！
*簡単・便利な口座振替がおすすめです！

平成２１年
平成２２年

293
95.87%286

13,679,000
14,746,400

93.39%

民生課　国保係

平成２１年
平成２２年
平成２３年

平成２３年 276 15,188,600

39,895,805
45,610,895

年度(支出）

特定健診を受け、年に一度はご自身の体のチェックをしましょう‼

32,779,524 50,478 3,263,843 36,093,845 3,007,820
123,544
178,386

6,261,022
8,330,338

46,280,371
54,119,619

3,856,698
4,509,968

123,187
161,819
196,086

平成２３年度　渡嘉敷村の国保税収入及び診療報酬支払状況

医療給付費 療養費 高額療養費 小計 一人当たり月平均額

国保税収入額

13,185,300
14,137,299

被保険者
数(平均） 国保税調定額

14,185,000

年度(収入） 収納率

96.39%



　

※診療ですので、診察代と保険証
をご持参ください。

ご予約は、今回のみ保健師（尾崎）まで

電話：987‐2422

7月より毎月1回、首里にあ
るオリブ山病院より精神科
の医師が来村され、診療が
行なわれることになりまし
た。

診療日：7月11日（水）

（毎月第２水曜日を予定）

体調と同じように、誰の心にもアッ

プダウンがあります。

ストレスが多くて、心の元気をなく

していませんか？

お気軽に受診してください



気温が暖かく雨の多い時期は、ハブの行動が活発になり集落内でも

ハブの目撃や捕獲が発生し、ハブ咬症被害の発生が予想されます。

特に夜間外出する際は,懐中電灯を携帯するなど十分に注意しましょう

また定期的に集落内の草刈清掃作業を行い、ハブのすまない環境整備

に努めて頂きますよう御協力をお願い致します。

◎ハブ咬症被害は、私たちの注意により未然に防止することができます。

ハブ咬症注意報

お問い合わせは

村役場民生課　℡　９８７－２３２２まで

　　◎村営墓地を分譲中です

村営前山墓園の墓地永代使用権を分譲中です

一区画について　510,000円（永代使用料）と

年間　３,６００円（毎年）の共益費がかかります。



１．期間：平成２４年７月２０日（金）～平成２４年９月２３日（日）

２．運賃：片道　７００円

３．運航：運航は予約制とし、予約のない場合は運航しない。

４．予約：予約は前日の午後５時までに座間味村公営企業課

　　　　　　にて受付る。　（電話番号：０９８－９８７－２６１４）

５．定員：１２名。　　旅行社等による団体予約は不可とする。

６．運航時刻表

1

2

７．私用船舶：座間味村所有「みつしま」

１６：２５ １６：２５

着 発

　　　　８：３０

　　　１５：３０

　　　　９：４０

　　　１６：４０

　８：４５ 　８：４５ 　９：０５ 　９：０５

１５：４５

　９：２５ 　９：２５

１５：４５ １６：０５ １６：０５

便

　　渡嘉敷島～阿嘉島～座間味島を結ぶ

　　内航船の試験運航開始について

記

　慶良間諸島を構成する渡嘉敷村と座間味村との人的交流や、

　観光客が相互に訪れることが容易になることにより、両村の観

　光振興を図ることを目的に、下記の通り試験運航を開始します。

阿　嘉 阿波連 阿　嘉
座間味発 座間味着

着 発 着 発



    

平平成成 2244 年年夏夏のの交交通通安安全全県県民民運運動動   
  

「私たちはルールを守ります!」 

（飲酒運転にレッドカード） 

（部落内での速度減速） 

－ 平成 24 年７月 11 日(水)～７月 20 日(金) － 

 

沖縄県交通安全推進協議会 



 
 
 
 
 
 
 

～新鮮でおいしい渡嘉敷の食材を学校給食に！～ 

渡嘉敷村学校給食共同調理場では、子どもたちに安心して 

食べてもらえるよう、渡嘉敷島産の食材を多く取り入れた 

給食の提供につとめています。 

☆情報をお寄せください☆ 

 

野菜や、お米などの作物を学校給

食へ提供して頂ける生産者の方や、

「おじいちゃんおばあちゃんが作っ

た野菜があるよ」などの情報を探し

ています。 

品目、量、納入方法、金額など、

詳しくはお問い合わせください。 

ご連絡お待ちしております。 

問い合わせ先  

＜渡嘉敷村教育委員会＞ 

渡嘉敷村学校給食共同調理場   

ＴＥＬ（ＦＡＸ兼）：０９８－９８７－２４５２  担当：玉城 





(有効期限が平成２５年７月３１日となります)

被 保 険 者 の 皆 様 へ

後 期 高 齢 者 医 療 制 度

      お住まいの市町村役所（場）の担当窓口へ
       渡嘉敷村役場　民生課　ＴＥＬ　９８７－２３２２

沖縄県後期高齢者医療広域連合
TEL　098-963-8012

被保険者証の
色（ピンク）の変
更はありません

　現在、お持ちの被保険者証は、７月末日で期限が切れます。新し

い被保険者証を、７月下旬までに、渡嘉敷村役場　民生課　窓口

にて受領願います。

　８月からは、医療機関の窓口に新しい被保険者証を提示してくださ

い。

平成２４年８月から

被保険者証が切り替わります

お問合せは





村民の皆様には、日頃から村の産業振興について

ご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。

村では産業振興（農林水産業・観光業）について、村

民の皆様からのご意見、アイデアを今後の村の産業の

推進に役立てようと考えております。お気軽にご意見、ア

イデアをお寄せ頂きますようご協力をお願い致します。

※ご意見、アイデアは、なるべく用紙に記入し商工観光課へ提出して

下さい。（様式は任意でかまいません。）
※村のホームページからもメールにてご意見、アイデアを記入できます。

お問い合わせ先：商工観光課 ℡098‐987‐2333





減額認定証の更新に関する広報原稿

■ 限度額適用・標準負担額減額認定証とは

■ 自己負担限度額

■ 該当する方

：

：

■ 手続き方法

■ すでに「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方へ

■ 申請に必要な物

・ 後期高齢者医療被保険者証・印鑑

・ 限度額適用・標準負担額減額認定証（すでにお持ちの方）等

■ 問い合わせ・申請先

渡嘉敷村役場　民生課　担当：金城 ℡９８７－２３２２

　申請した月の初日から適用となります。該当すると思われる方は、民生課　介護保険係ま

で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請してください。

　現在お持ちの減額認定証の有効期限は7月末日です。有効期限が過ぎると使用できませんの

で、更新手続きが必要となります。

　後期高齢者医療制度では、療養を受ける場合の一部負担金と食事代を減額するため

の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請を！

一 般 44,400 円 260 円

※「限度額適用・標準負担額減額認定証[区分（低所得）Ⅱ]」の認定を受けている期間

の入院日数が計算対象になります。

　長期入院該当になる方は、再度申請が必要になりますので、入院日数が分かる書類等

を持参し、市町村窓口で申請して下さい。

区分（低所得）Ⅰ

区分（低所得）Ⅱ

世帯員全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・

控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方（年金の控除

額を80万円として計算）

世帯員全員が住民税非課税の方[区分（低所得）Ⅰに該当する方を除
く]

９０日までの入院あ
(長期入院非該当)あ

過去１２カ月以内に
９０日を超える入院
(長期入院該当)　※

210 円

160 円
24,600 円区分(低所得)Ⅱ

所得区分
外来+入院（世帯単位）の限

度額
食事代の自己負担額（1食あたり）

区分(低所得)Ⅰ 15,000 円 100 円



　去った、５月１０日～１１日に行なわれた集団健診を受診できなかった方は、沖縄本島にあ

るほとんどの医療機関や健診機関で健診を受診することができます。

　定期的に病院に通院している方もその病院でご相談ください。

　年に１度は自分の健康の維持のために健診を受ましょう！

　健診期間  ： 平成２５年２月２８日まで

　自己負担  ： １，０００円

※ 持参するもの：役場から送付された「特定健康診査受診券」
（オレンジ色の封筒に入れて配布しています）

実施機関  ： 県内の委託医療機関（事前に医療機関へ確認して下さい。）

＜問い合わせ＞ 

民生課 

９８７－２３２２ 
 

保健指導所 

９８７－２４２２ 

受診券の見本 



28日 旧6/10

２０１２

25日 旧6/7 26日 旧6/8 27日 旧6/922日 旧6/4 23日 旧6/5 24日 旧6/6

21日 旧6/3

海の日
渡嘉敷中学校
デイキャンプ

座間味島～渡嘉敷島
「みつしま」
試験運航開始

18日 旧5/29 19日 旧6/1 20日 旧6/215日 旧5/26 16日 旧5/27 17日 旧5/28

14日 旧5/2511日 旧5/22 12日 旧5/23 13日 旧5/248日 旧5/19 9日 旧5/20 10日 旧5/21

・阿波連小学校
ハナリ島遠泳

第１回
美ら島美化清掃

年金相談
・年金相談

・離島体験交流促進
事業

離島体験交流促進
事業

・乳幼児検診
・離島体験交流促進

事業

4日 旧５／１ 5日 旧５／１ 6日 旧５／１1日 旧５／１ 2日 旧５／１ 3日 旧５／１

７ 月 の 主 な 予 定
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

7日 旧5/18

渡嘉敷村

太鼓フェスティバル
２０１２

とかしき祭り

29日 旧6/11 30日 旧6/12 31日 旧6/13



８ 月 の 主 な 予 定

18日 旧7/1

渡嘉敷区大綱引き

16日旧6/27 15日 旧6/28

9日

12日 旧6/25 13日 旧6/26 旧6/29 17日 旧6/3014日

親子映写会

7日 旧6/20 8日 旧6/21 11日 旧6/246日5日

移動図書館

旧6/15

旧6/22 10日 旧6/23

1日

旧6/19

3日

旧6/18

移動図書館

⽇曜⽇ ⽉曜⽇ ⽊曜⽇
旧6/16 4日

⼟曜⽇⾦曜⽇
旧6/14 2日 旧6/17

⽕曜⽇ ⽔曜⽇

渡嘉敷村

26日 旧7/9 27日 旧7/10 旧7/13 ３１日 旧7/1428日

青年会 道じゅねー

３0日旧7/11 29日 旧7/12

ウンケー

25日 旧7/8旧7/4 22日 旧7/5 24日 旧7/723日21日19日 旧7/2 20日 旧7/3 旧7/6




