
～金武町青少年健全育成連絡協議会からのお願い～

保護者が「いない」
「知らない」お泊まりダメ！

夜１０時までに
お家へ帰りましょう！

保護者が「いない」
「知らない」お泊まりダメ！

夜１０時までに
お家へ帰りましょう！

冬休み期間も規則正しい
　生活リズムを心がけて！

 １８歳未満の未成年者が深夜（夜１０時～翌朝４時）に
　 外出することは県条例で規制されています。
　　　　　　　　　　　　　　   　 （県青少年保護育成条例）
 未成年者が夜８時以降、映画館やカラオケ、
　 ゲームセンター等に立ち入ることも禁じられています。
　    　（県風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律施行条例）

 気軽な気持ちで友達の家に無断外泊したり、未成年者
　 で集まって飲酒や喫煙をおこなったケースもあります。
 うちの子もよその子にも ‘目配り’ と ‘声かけ’ を！
 近所や地域の大人皆んなで子どもを見守る・育てる
　 環境づくりに取り組みましょう。

み    まん み    せい   ねん  しゃ

き   せいじょう れい

む   だん   がい   はく

きつ  えんいん  しゅ

き    がる

がい しゅつ

 子ども同伴で居酒屋などの利用は、
   「夜９時までには帰りましょう運動」
　を守りましょう。
 大人も「子どもたちは親や周囲を
　 見て育つ」との意識を持ち行動を！

冬休み期間の子どもたちの
　　　すごしかたについて

　町内の各小・中学校は、１２月２４日（金）に２学期の終業式を迎え、冬休み期間に入ります。
クリスマスや年末年始のイベントも多いこの時期は、青少年の深夜はいかいや未成年者飲酒から、
重大な事件・事故につながるおそれも懸念されます。
　友だちと過ごす時間も楽しいですが、未成年者だけでの夜遅くの外出は避け、家族で一緒に
過ごす時間を多く持つように努めましょう。また、新型コロナウイルス感染対策もお願いします。

しゅうぎょうしき

ねん まつ   ねん    し しん    や み    せい  ねん   しゃ

じ      けん         じ       こじゅう だい

がい しゅつ さおそ

ふゆ  やす

家族や周囲のおとなで、
　              見守る意識と環境を !

どう   はん

石川警察署　☎９６４－４１１０　
金武交番　　☎９６８－２１０５
金武町役場　☎９６８－２１１１
教育委員会　☎９６８－８９９６
金武中学校　☎９６８－２１０６

中川区事務所　☎９６８－２４０７　
並里区事務所　☎９６８－２１０２
金武区事務所　☎９６８－２１０８
伊芸区事務所　☎９６８－２１４７
屋嘉区事務所　☎９６４－２０４０

いん   しゅ

いっ  しょす

い    ざか    や

 冬休み期間だからといって、メールやＳＮＳ で夜遅く
　 まで友達と連絡を取り合う、ゲームやインターネット
　 で夜ふかしをしていたら、きちんと注意をしましょう。
 スマホや携帯の使用について各家庭で話し合い、
　 使う際のルールを決めましょう。

　家族や周りのおとなの見守る姿勢が
たいせつです。子どもたちの問題行動、
不審な行動や不審物を見かけたら右記
のいずれかにご連絡をお願いします。

　クリスマスの深夜、少年らが自転車を装飾・改造して集団で暴走する行為（クリスマス暴走）が
過去に数度起きております。この暴走行為は、近隣に迷惑をかける行為であるだけでなく、自動車
や歩行者とぶつかれば重大な事故にもなりかねない大変危険な行為です。
　また、これを見物するために夜遅くに出歩く「深夜はいかい」も取り締まり対象となる行為です。
　教育委員会では、今年も石川警察署や学校・ＰＴＡ・地域の青年会とともに見回りなどの警戒行動、
夜間パトロールを強化して実施します。
　

クリスマス深夜の改造自転車による
　　暴走行為の取り締まりについて

そう  しょく かい  ぞう ぼう  そう

じゅう だい

きん  りん

おそ

い    しき

※

※ ソーシャル・ネットワーキング・サービス（social networking service）の略で、他者との
　 コミュニケーションを支援するインターネット上のサービス。

第３７回金武町少年少女合唱団定期公演
♫リトルコンサートのお知らせ♫

第３７回金武町少年少女合唱団定期公演
♫リトルコンサートのお知らせ♫

日　時：令和３年１２月１８日(土)

開　場：１４時３０分(開演は１５時～)

場　所：金武町立中央公民館　大ホール

入場料：大人５００円(当日券のみ販売)

 ※高校生以下無料
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金武町 教育の日

金武町教育の日式典

11月1日（月）、令和 3 年度金武町教育の日式典が町立中央公民館で行われました。
「金武町教育の日」は、教育に対する意識と関心を高めるとともに、家庭、地域、学校、行政機関が
互いに連携し、地域全体で子どもたちを守り育てる環境づくりへの取り組みを町民全体で推進し、町に
おける教育の充実と発展を図るために、毎年 11月 1日に実施し、11月を「金武町教育月間」として定
めています。
式典では、令和 3 年度金武町教育委員会表彰が行われ、スポーツ、教育に関する活動において顕著

な功績を残され、その活躍が他の模範となるなど、表彰規定や表彰基準等に基づいた審査を経て、9
名が受賞しました。

2021全国高等学校総合体育大会　男子　カナディアンペア 500ｍ　準優勝
 カナディアンフォア200ｍ　準優勝

松本　琉吾
沖縄水産高 3

リュウゴ

子ども会役員として 21 年活動。沖縄県子ども会育成連絡協議会、金武町子ど
も会育成連絡協議会、金武区子ども会活動において他の模範となる。沖縄県
PTA 連絡協議会、国頭地区 PTA 連絡協議会、金武町 PTA 連絡協議会に積極
的に係わり、當山久三ロマン執行委員会活動にも尽力されていることを評価。

大城　一之
カズユキ

中川小学校、金武中学校の PTA 活動を 12 年行い、金武町 PTA 連合会におい
て他の会員の模範となる。子ども会活動にも積極的に取り組まれてたことを評価。山城　透

トオル

子ども会役員として 15 年活動。金武町子ども会育成連絡協議会において他の
模範となる。金武区子ども会役員として岩手県洋野町との交流事業に積極的に
取り組まれ、PTA 活動、金武中学校おやじの会にも尽力されていることを評価。

新嶋　正規
マサキ

子ども会役員として 16 年活動。金武町子ども会育成連絡協議会において他の
模範となる。並里区子ども会役員として山形県長井市との交流事業に積極的に
取り組まれ、PTA 活動にも尽力されていることを評価。

北城　昌美
マサミ

金武小学校、金武中学校の PTA 活動を 11 年行い、金武町 PTA 連合会におい
て他の会員の模範となる。サッカー部の父母会や審判員として部活動運営にも
貢献されてたことを評価。

寶　武男
タケオ

中川小学校、金武中学校の PTA 活動を13年行い、金武町 PTA 連合会やバレー
部の父母会において他の会員の模範となる。中川小学校 75 周年記念事業にも
尽力されたことを評価。

儀保　定幸
サダユキ

令和3年度金武町教育委員会被表彰者一覧 

沖縄県夏季総合水泳大会　個人種目  10 歳以下  女子  100ｍ背泳ぎ  1位
沖縄県夏季総合水泳大会　団体種目  10 歳以下  女子  4×50ｍフリーリレー  1位
沖縄県夏季総合水泳大会　団体種目  10 歳以下  女子  4×50ｍメドレーリレー  1位

伊芸　明夢
金武小 5 年

メイム

第 69 回全琉小・中・高校図画・作文・書道コンクール
小学校 2年生図画の部　最優秀賞

大城　成生
金武小 2 年

ナルキ
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金武町のスポーツパネル展

会長を務めていた当時の写真左
から4番目が山城さん

現在、金武町 PTA 連合会で会長を務めている山城 透さんが、令和 2 年度に沖縄県高等学校
PTA 連合会表彰を受賞し、令和 3 年 9 月に具志川高等学校校長から伝達表彰を受けました。
山城さんは、県立具志川高等学校で平成 30 年度～令和元年までの 2 年間、同校の PTA 会長

を務められその間、同校の美化作業や学校行事へ積極的に参加し、同校 PTA の活性化に大きく
貢献し、今回の受賞が認められました。

沖縄県高等学校PTA連合会表彰を受賞！

　10 月 5 日（火）、金武町商工会（奥間会長）が、タコライスレトルトパック収益金で購入した書籍（約
10 万円分）を金武小学校に寄贈しました。
　タコライスパックはジャンボタコライスがギネスに登録されたことを記念して金武町商工会と沖縄ハ
ム総合食品株式会社が「金武町のタコライス」を平成 25 年から商品化し販売を
開始しました。
　賞品 1 個の売り上げにつき 2 円の還元があり、金武町商工会がコツコツ積み
立て、毎年各学校へ書籍を寄贈しています。
　児童を代表して図書委員の髙良友乃さん（6 年生）が、金武町商工会及び沖
縄ハム総合食品株式会社へ感謝の言葉を伝えていました。

タコライス文庫

右から 2 番目の冨里校長から
伝達表彰を受ける山城さん

やましろ とおる

１１月１日 ( 月 ) から１１月１２日 ( 金 ) まで金武町立中央公民館中ホールで金武町のスポーツパネル展
を実施しました。
１１月の「金武町教育月間」に金武町のスポーツを通じて子供から大人までのスポーツの記録とその

功績を写真とともに振り返り、町民のスポーツに対する関心が高まる事とスポーツ発展を目的として開
催しました。
【陸上競技の歴史】【球格技の歴史】【児童・生徒の活躍】をパネルで紹介しました。
陸上競技の歴史

球格技の歴史

児童・生徒の活躍

◁
金
武
町
の
ス
ポ
ー
ツ
パ
ネ
ル
展
の
様
子

ユノ



「海と日本プロジェクトin東京」主催の海洋インフォグラフィックコンテストで金武小学校4年池間健
護さんの自由研究レポートが選考審査で優秀な20作品として選出され、そのレポートを元に御茶の
水美術専門学校生の秋屋百萌さんとオンライン交流を通して共同で制作されたインフォグラフィック
が特別賞を受賞しました。
テーマ「ぼくたちの美ら海やサンゴを守るためにはどうしたらいい？」

テーマ「SDGｓと沖縄の未来」

沖縄タイムス社主催の第11回沖縄県
新聞スクラップコンテスト切り抜き新聞
部門で金武小学校4年池間健護さんが沖
縄タイムス社社長
賞を受賞しました。

インフォグラフィックとは、情報、データ、知識を視覚的に表現したものです。
△池間健護さん自由研究レポート △秋屋百萌さんとの共同制作インフォグラフィック

海洋インフォグラフィックコンテスト　池間健護さん　特別賞
けんご

第11回沖縄県新聞スクラップコンテスト
　　　　　　　池間健護さん　沖縄タイムス社社長賞

けんご

池間健護さん  優勝　仲間稜晏さん  準優勝
株式会社グローバルキャストが主催するICT総合コンテスト「子どもみらいグランプリ2021」プレ
ゼンテーション部門の小学1～4年生の部で金武小学校4年の池間健護さんが優勝。イラスト部門の
小学3・4年生の部で金武小学校4年の仲間稜晏さんが準優勝しました。
プレゼンテーション部門は決勝に40作品がノミネート。イラスト部門は決勝に25作品がノミネート
されています。

「子どもみらいグランプリ2021」は全国及び海外から約1600名が参加した大会で、
「SDGｓ～世界に視点を合わせて～」をテーマに、イラスト部門、プレゼンテーション部
門、入力部門に分かれ、それぞれ年齢別の部で審査されています。

金武小学校4年　池間健護さん
けんご

金武小学校4年　仲間稜晏さん
りあむ

イラストや写真表現のクオリティが高く、
サンゴについて多面的に情報を伝える効果
的なスライド構成でした。また、サンゴ礁を
取り巻く環境や役割などよく下調べができ
ているように感じました。興味を持ってテー
マを調べ上げたことが分かります。話す姿
勢や声のトーンも意識ができており、元気
よく自信を持った発表で、聞き手を魅了す
るだけではなく環境保全活動の大切さもし
っかりと伝わってきました。

テーマ「海の豊かさを守ろう」

△池間さんがプレゼンテーションする様子

大会審査員のコメント

ゴミをなくしていきたいという気持ちが
うまく表現されていて観る人をうれしくさ
せるイラストでした。人の文字を入れた2枚
のイラストがSDGｓの目指す社会をよく表
現できていますね、素晴らしいです。仲間さ
んの想いがたくさん詰まった発表で、あふ
れる想いが聞き手に十分伝わりました。元
気がよく、ユニークな身振り手振りで、自分
のアイデアや考えを伝えたい！という想いが
伝わり、将来を期待させるポイントです。

テーマ「住み続けられるまちづくりを」

△仲間さんがイラストを説明する様子

大会審査員のコメント
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　８月27日から9月30日に沖縄県中学校技術・家庭科研究会主催の第2回パソコ

ン入力コンクール沖縄県中学生大会が開催され、課題の文章を5分間に何文字

打てるかを競うパソコン入力部門個人の部で金武中学校3年のサイソン・ジュー

マさんが1位。団体の部で金武中学校が1位に輝きました。

△左から島袋仁義さん、サイソン・ジューマさん、前田修太さん

パソコン入力部門　個人の部　1位

金武中学校3年　サイソン・ジューマさん

パソコン入力部門　団体の部　1位

第2回パソコン入力コンクール沖縄県中学生大会　個人・団体1位

金武中学校3年

金武中学校3年

金武中学校1年

サイソン・ジューマさん

前田　修太 さん

島袋　仁義 さん

マエダ シュウタ

シマブクロ ヨシキ

金武町童話・お話・意見発表大会

１０月２０日（水）金武町PTA連合会主催の「第２８回金武町小学生童話・お話大会」が行われまし
た。昨年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の為、開催を中止としましたが、今年度は新型コ
ロナウイルス感染防止対策を徹底し、大会会場を小学校から中央公民館へ変更、無観客にする
など、規模を縮小して開催致しました。今年度は、男女問わず審査を行い、低学年・高学年の各１
名が金武町代表に選ばれました。

第38回NHK杯全国中学校放送コンテスト沖縄県大会　優秀賞

中学生意見発表大会については、校内において書類審査が行われ、金武町代表が選ばれました。

「中学生意見発表大会」

　第38回NHK杯全国中学校放送コンテスト沖縄県大

会のアナウンス部門で金武中学校2年山川結乃さんが
優秀賞を受賞しました。
　金武中学校の放送委員として、
お昼の放送や臨時的な放送を担
い、行事等でも放送力に磨きをか
け、日頃から放送委員として活躍
しています。

出　場 氏　名 学校名 学　年 題　名

出場者の集合写真

高学年の部　最優秀賞
久高　盛之介さん

低学年の部　最優秀賞
久高　盛吾さん

中学生の部 金武中学校 ２年 もう二度と

低学年の部

高学年の部

久高　盛吾

久高　盛之介

中川小学校

中川小学校

２年

６年

ともだちや

ありがとう　こども病院

出　場 氏　名 学校名 学　年 題　名

くだか

くだか せいご

せいのすけ

名幸　心和
なこう ここわ

ユノ
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　11 月 17 日（水）、令和 3 年度国頭地区幼稚園等教育課程研究協議会が開催されました。午
前の部（公開保育）、午後の部（全大会）の流れで開かれた本会。「小学校教育との接続に向け
た幼稚園教育課程や指導方法の工夫」を主題としています。
　今年度国頭地区は金武町が対象となり、研究員として宮平恵里奈教諭（中川幼稚園）、仲間裕
美教諭（金武こども園）、知花こずえ教諭（金武こども園）、安富祖三好教諭（杉の子幼児学園）
がこれまでに研究会を 21回実施して準備しました。

公開保育（午前の部スポーツ交流会）

全体会（午後の部）

　午後の部は中央公民館大ホールで全体会が実施され、国頭地区全体から保育園、幼稚園、こ
ども園の教諭総勢 67 名が参加しました。主題である「小学校教育との接続に向けた幼稚園教育
課程や指導方法の工夫」や「幼児期の終わりまでに育って欲しい姿」を共有するなど、幼稚園教
育と小学校教育との円滑な接続を図るためにはどのような工夫が必要なのかを視点に、これまで
研究してきた成果を研究員が発表しました。
　発表を受けて、沖縄キリスト教短期大学非常勤講師の松田恵子氏が講評・講話を行い、有意
義な研究協議会となりました。

△研究員が研究の成果を発表する様子 △講評・講話をする様子

町内小学校運動会
　10月24日（日）、中川小学校、金武小学校、嘉芸小学校の運動会が各小学校で開催されました。
　各小学校事前準備から本番まで一致団結し、リレーや大玉転がし、エイサー等で会場を盛り
上げました。

中川小学校 金武小学校

嘉芸小学校

11月7日（日）、金武町陸上競技場で金武中学校運動会が開催されました。
リレーやエイサー、校歌ダンス等で終始盛り上がりをみせていました。

金武中学校運動会

令和3年度国頭地区幼稚園等教育課程研究協議会

　午前の部は金武町立体育館でスポーツ交流会
（公開保育）が新型コロナウイルス感染拡大防止
対策を講じて実施されました。
　嘉芸こども園、金武こども園、みつばこども園、
杉の子幼児学園、認定こども園きんのほし、並里
こども園、はまだ保育園、中川幼稚園の８園 141
名の5才児が参加しました。
　国頭地区の各市町村から参加した保育教諭が、
大縄跳び、鉄棒など 8 種目のスポーツを通して交
流する様子を2階ギャラリーから視察しました。
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◆

◆

教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図るとともに、学校における児童生徒への教育指導の充実
や学習状況の改善等に役立てることを目的に、｢小学校６年生」と「中学校３年生」を対象にした「全国学
力・学習状況調査」が、令和3年５月２７日（木）に行われ、結果が公表されました。
今年度は、学力調査として、小学校6年生では国語と算数、中学校3年生では国語と数学を実施していま

す。次年度は小・中学校ともに理科が追加される予定です。
沖縄県全体の学力調査の結果（正答率）は、小学校国語・算数は全国とほぼ同等の結果、中学校国語・

数学も全国に近づく結果が出ています。
金武町内の小中学校の結果は次の通りです。

令和３年度「全国学力・学習状況調査」の結果について

小学校６年生 下位層のがんばり（底上げ）が必要です。

中学校３年生 高校入試に向けても、全体的な頑張りが期待されます。

学力調査の結果から

※ 小学校は、中川・金武・嘉芸の３小学校の合計となっています。
※ 横軸は、正答数。縦軸は、正答者の割合。
※ 棒グラフは、金武町。折れ線グラフは、全国（-◆-）・沖縄県（…▲…）。

表
の
見
方

小学校６年生 国語 県比 小学校６年生 算数 県比

（２）平均正答数について

（１）正答率の割合について

満点をとる児童が多くいます。しかし、金武町（棒グラフ）は、全国・沖縄県（折れ線グ
ラフ）の平均にあたる児童が少なく、緩やかな山型をしていない。

満点をとる児童、またそれに近い回答数の児童は全国・沖縄県の結果に近いです。し
かし、正答者の割合のピークが２つあります。下位層の底上げが必要です。

国語：

算数：

８．０

９．１

９．１

１１．０

９．１

１１．２

教科（問題数) 金武町 沖縄県 全国

学力調査の結果から

（２）平均正答数について

（１）正答率の割合について

７．２

６．３

８．４

８．２

９．０

９．１

教科（問題数) 金武町 沖縄県 全国

国語（14問)

数学（16問)

【小・中共通して、解けていない・苦手にしている問題】

【解けていない問題（小学校６年生 算数）】

国語：
算数：下位層が多い。満点まであと少しの生徒もいます。

金武町のピークと、全国・県のピークに２問ほどの差があります。

国語（14問)

数学（16問)

国語では「読むこと」、算数・数学では「図形」が苦手のようです。

図１のような直角三角形があります。

(1) 図１の直角三角形の面積は何㎠ですか。
　　求める式と答えを書きましょう。

図1

4cm

5cm

3cm

実際に出題された問題です。みなさんも
解いてみましょう。
（正答率、金武町25.0％、全国55.1％､
沖縄県51.5％）

《式》 《答え》
　３×４÷２＝６　　　６ ㎠

国語
算数
国語
数学

小

中

読むこと
図形
読むこと
図形

40.3
35.3
32.4
31.4

46.8
35.8
44.5
43.6

47.2
57.9
48.5
51.4

-7
-20
-15
-20

校種 教科 学習指導要領の内容 沖縄県 全国 全国差金武町 ◆

◆
◆

◆

◆

◆

◆

◆
◆

◆

◆

◆

◆
0％

5％

10％

20％

15％
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15％
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◆

◆

◆

◆◆

◆
◆

◆
◆

◆
◆

◆

◆
◆

◆ ◆

◆

金武町
沖縄県（公立）
全国（公立）◆

金武町
沖縄県（公立）
全国（公立）◆

中学校３年生 国語 県比

◆
◆

◆

◆

◆
◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆
◆

◆

◆

◆

◆
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金武町
沖縄県（公立）
全国（公立）◆

中学校３年生 数学 県比
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全国（公立）◆
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金武町

沖縄県

全国

金武町

沖縄県

全国

金武町

沖縄県

全国

全国学力・学習状況調査では、学力調査の他に学習習慣、生活習慣、自己有用感、規範意識等に関する

質問紙調査も同時に行っています。

小学校・中学校とも、全国や沖縄県と比較して「している」「どちらかといえば、している」

と肯定的に評価している項目に着目し、抜き出しました。

こちらの結果も小学校は、中川・金武・嘉芸の３小学校の合計となっています。

金武町内の小中学校の結果は次の通りです。

【生徒の様子】

困っている人を助け、人の役に立ちたいと考えています。また、自分の考えを伝えることができる

様子がうかがえます｡

【今後の委員会・学校の取組】

良さを伸ばすため、さらに道徳性を養うべく、道徳教育の充実を図って行きます。

小・中共に、「地域や社会をよくするために何をすべきかを考えることがあります」
の質問に､全国や沖縄県を超える肯定的な回答をしています。我が金武町を大切に考えて
います。これもこれまで育てていただいた家庭や地域のお陰です。
ただし、睡眠時間やスマホの使い方、家庭学習の計画については、否定的な回答が多く、課
題があります。この課題については、例年続いています。学校と連携し、家庭での支援をお
願いします。

小学校６年生

地域や社会を良くしたいと考えています

【児童・生徒質問紙の結果から】

■系列１：している ■系列２：どちらかといえば、している
■系列３：あまりしていない　　■系列４：全くしていない回答項目

自己肯定感が高く、友達と協働できる。

自分には、よいところがあると思いますか。Q1

友達と協力するのは楽しいと思いますか。Q3

Q2 将来の夢や目標を持っていますか。

共通

金武町

沖縄県

全国

金武町

沖縄県

全国

金武町

沖縄県

全国

36.2

40.2 9.014.836.1

35.8 7.416.540.3

15.5 7.540.7

系列1
系列2
系列3
系列4

系列1
系列2
系列3
系列4

系列1
系列2
系列3
系列4

系列1
系列2
系列3
系列4

系列1
系列2
系列3
系列4

系列1
系列2
系列3
系列4

10.8 8.920.160.2

8.2 7.413.970.5

1.54.521.972.5

1.6
2.5

20.575.4

1.5

金武町教育委員会と各小中学校においては、今回の結果・分析をもとに、対策や改善を図っていきます。各
家庭においても、学習環境を整えたり、家庭学習の様子を見たり（サインの記入など）、スマホ使用のルール作
りをするなど、ご協力をお願いします。
これからも学校・家庭・地域が連携し、未来を切り拓く金武町の児童生徒の育ちを見守っていきましょう。

62.2 8.610.119.0

70.5 4.823.1

Q1

Q2

Q3 自分の思っていることや感じていることをきちんと言葉で表すことができますか。

人が困っているときは、進んで助けていますか。

人の役に立つ人間になりたいと思いますか。

中学校３年生 人に優しく、自分の意見もしっかりと述べる。

1.646.9 9.841.6

2.1

0045.544.6

1.53.520.774.3

1.03.018.877.2

4.520.242.432.8

5.015.843.635.6

【生徒の様子】
困っている人を助け、人の役に立ちたいと考えています。また、自分の考えを伝えることができる様子が

うかがえます｡
【今後の委員会・学校の取組】
良さを伸ばすため、さらに道徳性を養うべく、道徳教育の充実を図って行きます。

35.6

9.9

14.447.8

74.3 1.53.620.6

31.3 4.621.242.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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第２期　金武町育英資金 特別貸付事業について
○金武町教育委員会では、新型コロナウイルスの影響で仕送りやアルバイト等の収入が減り学業の継続が厳し
い金武町出身の学生に上限20万円を無利子で貸与する特別貸付を実施いたします。貸付要件は、下記のとお
りです。

 １  応募条件　
　①金武町に本籍又は住所を有し、かつ、その父母又はこれに代わる者が金武町に居住する者
　②大学、短期大学、専門学校に在学する者

 ２  貸付額
　①1回につき20万円以内

 3  提出書類

 4  審査結果
　採用・不採用の選考結果通知書を本人に通知いたします。
※採用決定した方は、金武町内に在住する連帯保証人（１名：保護者可）が必要になり、連帯保証人の所得
証明書、納税証明書、印鑑証明書 の提出が必要となります。

 5  育英資金の返還について
　育英資金貸付事業は、在学中に貸付を受けた皆さんからの返還金で運営しております。返還金が滞ります
と次の育英学生への貸付に大変支障をきたしますので、育英資金を申し込む際は、返還についても考慮して
頂きますようお願いいたします。
　①貸付が終了した月の属する年度の翌年度から、毎月５，０００円以上の返還義務が生じます。
　②返還を開始する際には、連帯保証人と連署した育英資金返還計画書を提出していただきます。

 6  申込期限
　令和４年２月２８日（月）まで

 ７  申請先及び問合せ先
　金武町教育委員会　学校教育課 担当：仲田（NTT）９６８－２９９１　（有線）８－２９９１

※但し、これまでに金武町育英資金特別貸付を受けた方は対象外となります。

金武町育英資金貸付申請書（様式第１号） １通

住民票謄本（本籍・続柄表示のあるもの） １通

在学証明書又は学生書の写し １通

＊①については、教育委員会窓口で受け取るか又は金武町ホームページにてダウンロードできます。
＊②については、金武町役場住民生活課窓口で発行しています。　

③

②

①

金武町教育委員会社会教育課 TEL: 098-968-8996 （担当： 伊芸）
お問い合わせ ・ 参加の申し込み

12 月の放課後子ども教室 ( 予定 )

金武町 放課後子ども教室

放課後子ども教室は、三密を防ぐため教室を２回に分けるなど、コロナ感染拡大防止対策をとりながら開
催しています。
今後も引き続き、コロナウイルス感染拡大防止のため、当該教室参加中は、マスク着用をお願いします。

　金武町放課後子ども教室 では
地域のボランティアスタッフの方々と
一緒に様々な体験活動プログラムを
行っております。

「子ども達にこんなことを体験させたい」といったリクエスト
がございましたら、是非ご意見をお聞かせ下さい。
また、子ども達の活動を見守るボランティアスタッフを随時
募集しております。

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、延期や中止に
なる場合があります。

クリスマス工作

クリスマス工作

クリスマス工作

クリスマス工作

クリスマス工作

12月  7日（火)

12月15日（水)

12月  9日（木)

12月17日（金)

12月24日（金) 伊芸教室では、びゅんびゅんごま作
りを行いました。うまく回せて大喜
びの子、なかなか回せず悔しがる子､
様々な様子が伺えました。

「10/29　伊芸教室」

10月の金武・並里・屋嘉・中川教室では、「水難事故防止」と「自転車事故防止」のためのビデオ動画鑑賞会を
行いました｡
参加した児童は、真剣に見て聞いて学び、感想発表時にはたくさんの子どもたちが動画を見て自分が考えた事､

思ったことを発表してくれました。
自転車事故を起こしてしまうと、ケガをさせてしまった人はもちろん、その人の家族などたくさんの人に迷惑を

かけてしまうことなどを、動画を通して学んでもらいました。

「　10/14 金武教室　10/19 中川教室　10/22 屋嘉教室　10/27 並里教室　」
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申込み・問い合わせ　金武町立中央公民館　☎ 968-2992（有）8-2992

金武町立中央公民館だより金武町立中央公民館だより
令和3年12月 Ｎｏ.5

受講者募集！

新型コロナウイルス感染状況により休止していたサークル活動が１０月より順次再開してい
ます。長かった休止期間が明け、はりきって活動しています。サークルの入会は、いつでもでき
ます活動日や時間については、中央公民館にお問合せください。（TEL098－968-2992）

中央公民館サークル活動再開！

申込み・問い合わせ　金武町立中央公民館　☎ 968-2992（有）8-2992

金武町立中央公民館だより金武町立中央公民館だより
令和３年12月 Ｎｏ.5

三枚の小さな板で出来た沖縄の打楽器、三板は沖縄の音楽に用いられて
います。琉球民謡でなく童謡、歌謡曲など馴染みのある曲を練習します。
みんなで三板の持つ堅く好きと通るような音色を楽しみましょう。

三板講座

日　時：令和４年１月１３日 ( 木）～全１０回
　　　　毎週木曜日　午後２時～３時３０分
場　所：視聴覚室        
講　師：玉寄　信子
対　象：一般町民・１０名
持ち物：三板

☆琉舞「友輪」
☆琉舞「美ら舞」
☆日本舞踊
☆おどり「ひまわり」
☆金武町民踊愛好会
☆オカリナ「群星」

☆ヨガ「ヨガナイト」
☆ステップダンス
☆太極拳サークル
☆金武ラテンダンス
☆着付け「結」
☆雄飛太鼓（未再開）
☆健康体操「ららる」

自分で作る家系図講座

日　時：令和４年１月１３日（木）～全１０回
　　　　毎週木曜日　午前１０時～１２時
場　所：視聴覚室
講　師：高江洲香織  
対　象：一般町民・１０名
材料費：５００円
持ち物：筆記用具

いつかは、やりたい思っていた家系図を一緒に作ってみませんか。家系図作りに必要な
文献、書類などの集め方、また、家系図を作るだけでなく、仏壇やヒヌカン、お墓の話など
家系図にまつわるさまざまなお話もします。個人のペースに合わせて、進めて行きます。

☆沖縄民謡「ちぶみ」
☆合唱「うたごえ」
☆金武ゆびぶえ（未再開）

　☆コロナ禍で公民館も閉館になり、サークルの皆さんの声もなく寂しい日が続いてい
ました。
　しかし、感染者も減り１０月５日から、感染対策を行って開館したところ、多くのサーク
ルの皆さんが、待っていましたとばかりに、活動を再開いたしました。
　また、短い練習期間にもかかわらず、公民館まつりの舞台発表には参加したいという
希望が多く開演する運びとなりました。
　コロナ禍の中、長かった「やーぐまい」生活から解放され、公民館は、生き生きのびの
び笑顔が戻ってきました。
　再感染がないように気を引締めながら、サークルの皆さんが元気な姿で舞台発表をし
ます。
　どうぞ楽しみにお越しください。

☆日時：１２月５日（日）午後２時開演
☆場所：中央公民館・大ホール

○オカリナサークル
○太極拳サークル
○ステップダンスサークル
○民踊愛好会
○ラテンダンスサークル
○琉球舞踊・友輪サークル
○うたごえサークル
○民謡・ちぶみサークル
○日本舞踊サークル

中央公民館まつり舞台発表
サークル一覧

※新型コロナウイルス、感染状況次第では上記の内容が変更となる可能性がありま
すので、予めご了承下さい。
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・今回の成人式は、新成人の保護者等が式典をご覧になる場合は、式典の様子を中央公民館
中ホールにおいて映像を中継します。( マスク着用を必ずお願いします。)

・式典終了後、大ホール会場内で実施する集合写真撮影の際においては、保護者等の皆様も
会場内で写真撮影ができます。( 会場スタッフの指示に従ってください。)

・会場内ではマスクを着用し外さないようにしてください。
・式典中の会話はお控えください。
・国歌や町歌を発声しないでください。(心の中でご唱和)
・当日は各自で検温を行い、体温37.5度以上の熱がある場合や、体調に不安のある方は参加の
自粛をお願いします。
・会場スタッフの指示に従い、ソーシャルディスタンスを確保しつつ、入場・退場するようご協力を
お願いします。
・式典終了後は、大人数で集まらず速やかにお帰りいただきますようご協力をお願いいたします｡
・式典終了後の二次会･同窓会は、中止するようお願いします。

令和3年１1月9日時点

金武町成人式について
令和４年度

　金武町では、新たな門出を迎える新成人のみなさんを祝福し激励する

為に、新型コロナウイルス感染防止対策を講じたうえで、下記のとおり成

人式を開催します。

令和３年金武町成人式典Ｑ＆Ａ

感染防止対策について

・新成人対象の方へ11月～12 月中に案内ハガキ及び出席カードを送付する予定です。
・改造自動車や改造バイクでの来場や旗を持ち込んでの参加は禁止です。
・会場では飲酒・喫煙は禁止です。酒類の持ち込みは没収となります。

注意事項

保護者等の皆様へ

○参加対象　　平成 13 年 4 月 2 日～平成 14 年 4 月 1日生まれの方
で、本町出身の方または現在本町へ在住している方

令和 4 年１月 5日 ( 水 )　○日　　時　　

※コロナ対策のため、
　例年実施している祝賀会は中止となります。

○日　　程　　受　付　午前12 時 ～
　　　　　　　式　典　午後12 時 30 分 ～

○場　　所　　金武町立中央公民館　大ホール

進学、就職のため現在は県外に住んでいます。成人式のために帰省するので参加したいの
ですができますか？

現在、金武町外に在住でも本町出身の方であれば、参加可能です。帰省する場合は、空港で
PCR検査を受けて下さい。
成人式の案内状（はがき）は、

Ｑ

Ａ

* 住民基本台帳に基づいて、町内にお住まいの方や金武中学校卒業生の分のみ作成して
おります。案内状に付随している出席カードを記入し、成人式当日に受付で必ず提出し
てください。

今後の感染拡大状況等により、式典が中止または変更となる場合もあります。
ＨＰ、公式 LINE、Facebookで随時お知らせいたしますので、ご確認下さい。

式典が中止になることはないの？Ｑ

Ａ

国の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」及び「業種ごとの感染拡大予防
のガイドライン」等に準じて、対策を講じていきます。
　・来場者へのマスク着用、発熱時には参加しないことなどの周知
 　・サーモグラフィー等による来場者の検温
　・アルコール消毒液の設置
　・ソーシャルディスタンスの確保（座席を空けて座るよう誘導）等

Ｑ 式典の感染防止対策は？

Ａ

　式典参加の際は、新型コロナウイルス感染防止対策のため、次の事項をお守りいただくようお願
いします。

金武町教育委員会社会教育課　TEL098-968-8996　 担当： 伊芸　祐樹お問い合わせ先

* 住民基本台帳は令和 3 年 9 月 7日時点ですので、当該時点以降に本町へ住民票を移し
た方は、下記お問い合わせ先へ連絡ください。
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～金武町青少年健全育成連絡協議会からのお願い～

保護者が「いない」
「知らない」お泊まりダメ！

夜１０時までに
お家へ帰りましょう！

保護者が「いない」
「知らない」お泊まりダメ！

夜１０時までに
お家へ帰りましょう！

冬休み期間も規則正しい
　生活リズムを心がけて！

 １８歳未満の未成年者が深夜（夜１０時～翌朝４時）に
　 外出することは県条例で規制されています。
　　　　　　　　　　　　　　   　 （県青少年保護育成条例）
 未成年者が夜８時以降、映画館やカラオケ、
　 ゲームセンター等に立ち入ることも禁じられています。
　    　（県風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律施行条例）

 気軽な気持ちで友達の家に無断外泊したり、未成年者
　 で集まって飲酒や喫煙をおこなったケースもあります。
 うちの子もよその子にも ‘目配り’ と ‘声かけ’ を！
 近所や地域の大人皆んなで子どもを見守る・育てる
　 環境づくりに取り組みましょう。

み    まん み    せい   ねん  しゃ

き   せいじょう れい

む   だん   がい   はく

きつ  えんいん  しゅ

き    がる

がい しゅつ

 子ども同伴で居酒屋などの利用は、
   「夜９時までには帰りましょう運動」
　を守りましょう。
 大人も「子どもたちは親や周囲を
　 見て育つ」との意識を持ち行動を！

冬休み期間の子どもたちの
　　　すごしかたについて

　町内の各小・中学校は、１２月２４日（金）に２学期の終業式を迎え、冬休み期間に入ります。
クリスマスや年末年始のイベントも多いこの時期は、青少年の深夜はいかいや未成年者飲酒から、
重大な事件・事故につながるおそれも懸念されます。
　友だちと過ごす時間も楽しいですが、未成年者だけでの夜遅くの外出は避け、家族で一緒に
過ごす時間を多く持つように努めましょう。また、新型コロナウイルス感染対策もお願いします。

しゅうぎょうしき

ねん まつ   ねん    し しん    や み    せい  ねん   しゃ

じ      けん         じ       こじゅう だい

がい しゅつ さおそ

ふゆ  やす

家族や周囲のおとなで、
　              見守る意識と環境を !

どう   はん

石川警察署　☎９６４－４１１０　
金武交番　　☎９６８－２１０５
金武町役場　☎９６８－２１１１
教育委員会　☎９６８－８９９６
金武中学校　☎９６８－２１０６

中川区事務所　☎９６８－２４０７　
並里区事務所　☎９６８－２１０２
金武区事務所　☎９６８－２１０８
伊芸区事務所　☎９６８－２１４７
屋嘉区事務所　☎９６４－２０４０

いん   しゅ

いっ  しょす

い    ざか    や

 冬休み期間だからといって、メールやＳＮＳ で夜遅く
　 まで友達と連絡を取り合う、ゲームやインターネット
　 で夜ふかしをしていたら、きちんと注意をしましょう。
 スマホや携帯の使用について各家庭で話し合い、
　 使う際のルールを決めましょう。

　家族や周りのおとなの見守る姿勢が
たいせつです。子どもたちの問題行動、
不審な行動や不審物を見かけたら右記
のいずれかにご連絡をお願いします。

　クリスマスの深夜、少年らが自転車を装飾・改造して集団で暴走する行為（クリスマス暴走）が
過去に数度起きております。この暴走行為は、近隣に迷惑をかける行為であるだけでなく、自動車
や歩行者とぶつかれば重大な事故にもなりかねない大変危険な行為です。
　また、これを見物するために夜遅くに出歩く「深夜はいかい」も取り締まり対象となる行為です。
　教育委員会では、今年も石川警察署や学校・ＰＴＡ・地域の青年会とともに見回りなどの警戒行動、
夜間パトロールを強化して実施します。
　

クリスマス深夜の改造自転車による
　　暴走行為の取り締まりについて

そう  しょく かい  ぞう ぼう  そう

じゅう だい

きん  りん

おそ

い    しき

※

※ ソーシャル・ネットワーキング・サービス（social networking service）の略で、他者との
　 コミュニケーションを支援するインターネット上のサービス。

第３７回金武町少年少女合唱団定期公演
♫リトルコンサートのお知らせ♫

第３７回金武町少年少女合唱団定期公演
♫リトルコンサートのお知らせ♫

日　時：令和３年１２月１８日(土)

開　場：１４時３０分(開演は１５時～)

場　所：金武町立中央公民館　大ホール

入場料：大人５００円(当日券のみ販売)
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