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年末大掃除
年末のお忙しい中、各団
体、サークル、コーポレーショ
ンこくばの役員、⾃治会役員
な ど9 5名 の ⽅ 々 に ご 参 加 頂
きました。上ヌ⽑、⼟帝君、

登野城御嶽、前ヌ御嶽、
多⽬的広場、花園公園、
公⺠館内外を⽇頃の利⽤
に感謝しながら掃除をしま
した。お陰様で⼤変綺麗に

なり、気持ちよく新年を迎え
る準備が出来ました。ご参加
頂いた皆様、⼤変お疲れ様
でした。ありがとうございました。
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国場婦人会メンバー募集 の ご案内

●国場婦⼈会メンバー募集

令和３年度の総会でご承認いただきました『国場婦⼈会』が
今年４⽉からいよいよ新しくスタートいたします。皆様‼⼀緒に
婦⼈会活動をやりませんか…

●公⺠館の利⽤について

2022 年 （ 令和 4 年 ） 初日の出
あけましておめでとうござ
います。今年の初⽇の出は、
天気にも恵まれて例年にな
く⼀段と輝いた太陽が昇っ
て来ました。今年も素晴らし
い⼀年になるように拝んで
参りました。会員の皆さん、
今年もよろしくお願いいたし
ます。
（副会⻑ 嘉数正秋）

●職員募集

【会員募集受付先】（現）国場Ａ⼥性部部⻑ 嘉数梨枝⼦

公民館の
利用について
「まん延防⽌等重点措置」指定に
伴い、公⺠館の利⽤を中⽌しておりま
す。関係者の皆様にはご迷惑をおかけ
しますが、ご理解とご協⼒をお願いいた
します。

職員募集
【職種】総務
【休⽇】週休⼆⽇（⾏事の場合、⼟⽇
祝⽇出勤・残業あり）
【備考】社会保険完備
基本的なパソコン操作ができる⽅
応募は会員家族に限ります
【応募締め切り】令和４年３⽉末⽇まで

第55回

「寅年合同生年祝式典・記念撮影」 の お知らせ
⾃治会では⽣年祝いをお迎えの皆
様の更なる⻑寿と健康を願い、右記
の⽇程で寅年合同⽣年祝式典・記
念撮影を開催いたします。祝賀会に
つきましては、新型コロナウイルスの感
染拡⼤防⽌のため、中⽌といたします。

【開 催 ⽇】 令和４年３⽉20⽇（⽇）
【開催場所】 国場公⺠館
【記念撮影】 午後２時30分 集合
【式

典】 午後３時 開始

⽣年祝い（寅年）をお迎えの皆さま︓計４７名

新年 の あいさつ
はいさい、ぐすーよー、いい
そーぐゎちでーびる。令和４年
の輝かしい希望に満ちた新春
をお迎えのことと、⼼からお慶び
申し上げます。昨年は新型コロ
ナウイルスの感染拡⼤により、
多くの⾃治会員の皆様が不安
な⽇々を過ごされたと思います。
⾃治会では⾏事や活動を中
⽌するなど感染拡⼤防⽌の対

策に取り組みました。私たち
の経済活動や⽇常⽣活に
深刻な影響を与えた感染
症が早めに終息することを
願っております。また、⾃治
会では団体サークルの組織
改変に取り組んでおります。
団体サークルの会員増と⾼
齢化した組織の若返りを図
るため新規会員の募集を

⾏っています。若い⼈に⼊っ
ていただき、国場⾃治会をけ
ん引する⼒になって欲しいと
思っております。結びに、新し
い年「寅年」が皆様にとりまし
て、最良の年になりますよう
⼼から祈念申し上げます。
（会⻑ 嘉数芳則）

【⼋⼗五歳】をお迎えの皆さま︓計８名
嘉数 敏秋 （三男内嘉数）
嘉数 盛信 （ ⼆男殿内屋敷⼩ ） 新垣 宗永 （⼆男世利⼩前）
城間 信⼦ （ 三男前ヌ⼤前⼩ ） 嘉数 良雄 （三男仲⽑⼩）
嘉数 ノブ （兼本）
⽟城 喜久枝 （三男宜保⼩） 嘉数 盛栄 （ ⼆男新屋敷ヌ前 ）

【七⼗三歳】をお迎えの皆さま︓計１４名
⽷数 政⼦ （前⼤前）
⾦城 吉信 （後兼元）
城間 次郎 （後識名）
城間 キヨ⼦ （城間）
嘉数 栄⼀郎 （東⽟井）

嘉数
⾦城
嘉数
城間
城間

睦 （新嘉数⼩之前）
恵⼦ （上⾥⼩次男）
清 （新三男前城間）
ルリ⼦ （前⾨）
政美 （前名嘉）

渡慶次 正秋 （⼆男嘉数⼩）
⽟城 康⼦ （仲稲福⼆男）
⽟城 美津⼦ （四男前宜保⼩次男）
渡慶次 正弘 （五男嘉数⼩）

【六⼗⼀歳」をお迎えの皆さま︓計２５名
渡嘉敷 江利⼦ （仲⾨）
嘉数 克⼦ （四男新嘉数）
⼤嶺 幸輝 （⼆男⼤嶺ヌ前）
渡慶次 満 （⼆男嘉数）
嘉数 隆志 （新仲前⼤屋）
嘉数 喜⼀ （ 三男新屋敷ヌ前 ）
⽟城 保信 （三男新宜保⼩）
⽟城 剛 （⼆男上宜保）
渡嘉敷 和美 （⼆男渡嘉敷⼆男）

嘉数 義透 （⾨新屋）
渡慶次 邦⼦ （⼆男嘉数⼩）
⼤嶺 佐枝⼦ （ ⼆男⼤嶺ヌ前 ）
⾦城 敏 （四男上⾥）
眞境名 安浩 （眞境名）
嘉数 重治 （ ⼆男新屋敷ヌ前 ）
嘉数 浩明 （⼆男⻄仲⽑⼩）
渡慶次 盛勝 （ 三男仲嘉数⼩ ）

嘉数 ちえみ （⾨新屋）
渡慶次 春美 （⼆男嘉数⼩）
⾦城 弘⼦ （仲上⾥⼩⼆男）
⾦城 美佐江 （四男上⾥）
嘉数 シゲ⼦ （⻄城間）
⽟城 均 （⼆男前宜保⼩）
嘉数 宏光 （殿内屋敷）
⽟城 和⼦ （五男前宜保⼩）

［ご協⼒のお願い］
名簿を確認して何かお気づきの点がございましたら、⾃治会までご連絡ください。

国場 の 三つ の 石碑
国場公⺠館、登野城御嶽、
⼟帝君には建物名や御嶽名
を表記している⽯碑があり、そ
の⽯は久⽶島旧仲⾥村から寄
贈された「輝⽯安⼭岩」です。
沖縄県庁にある県庁名を表⽰
する⽯碑や守礼の⾨の柱を⽀
える基礎などにも使⽤されてい
る貴重な⽯です。公⺠館建設
のとき、当時の⽟城幸治⾃治
会⻑は久⽶島から採れる⽯を
使うことを考えましたが、その⽯
は久⽶島からは持ち出しが出
来ない貴重な⽯でした。そこで、
国場には久⽶島出⾝の⽅が
多く住んでいることから、その⽯
が使われることで「ふる⾥を思
い、そして励みになる」との要望
書を作成し、⽟城幸治会⻑と
私（嘉数芳則）は久⽶島旧
仲⾥村⻑と教育⻑に直接お
願いにあがったところ、その熱意
が伝わり条件付きで持ち出し
許可を貰うことができました。条
件として数量は⾞⼀台に積め

るだけ、そして仲⾥村より寄
贈されたことを⽯に表記す
ることでした。去る昨年
1 2⽉ ７ ⽇ 、 そ の 時 の 久 ⽶
島旧仲⾥村⻑、平良曽清
さんが⾃治会にお⾒えにな
りました。久⽶島から⽯を
積んだ船が出港するのを⾒

送って以来27年ぶりの⽯との
再会となり、久⽶島旧仲⾥
村より寄贈されたと記された
⽯碑をみて⼤変喜ばれてい
ました。今後も久⽶島町と国
場⾃治会は交流を深めよう
と語り合いました。

