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今年、トーカチ（米寿）を迎えられた方は 名です。

新嵩 キミエ さん 崎原 孫昇 さん

仲本 菊八 さん 大屋 正子 さん

後眞地 吉雄 さん 長濱 フサ子 さん

根本 ミヨ子 さん 濱崎 八千代 さん

和泉 良子 さん 仲島 生篤 さん

與座 照子 さん 田島 トモエ さん

根本 長昭 さん
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広報よなぐに　第100号　平成30年 12月発行　与那国町役場／企画財政課 広報よなぐに　第100号　平成30年 12月発行　与那国町役場／企画財政課

 

 ㄆᐃᗑࠖࡢ㣗ᮦ࡞ࡁ࠾ࠕ
┴⏘㣗ᮦ✚ᴟⓗά⏝ࡍ㣧㣗ᗑ࡞ࡁ࠾ࠕ㣗ᮦࡢᗑ ࠖ

࡚ࡗ▱㨩ຊࡢ≀⏘㎰ᯘỈࡢ⏘┴⦕Ἀࠊ࡛ࡇࡍⓏ㘓࡚ࡋ

⣡㣧㣗ᗑ♽ࠊ࠾࡚ࡋⓗ┠ᾘ㈝ᣑ᥎㐍ࡢᆅ⏘ᆅᾘࠊ࠸

ᅜቃࣥࢹ࣮ࣖࣅࠕ
ࡣ ࡚

12ࠊࡉㄆᐃᗑࠖࡢ㣗ᮦ࡞ࡁ࠾ࠕࡀࠖ
᭶ 6 ᪥㸦ᮌ㸧┴▱Ⓩ㘓ドࡀࠋࡓࡋࡉ 

 

㑣ᅜ⏫㎰ᴗ⯆ᑐ⟇ᐇド᱂ᇵᨭᴗ⪏ೃᛶࢫࣁ࣮ࣝࢽࣅ㸦2 㐃Ჷ�2 Ჷ㸧ᾆ⏣タ⨨ࠋࡓࡋࡋ 
㑣ᅜࡢ㣗༟㔝⳯ᒆࡅࡗࡁࡇࠊ࠸ࡓࡅᅬⱁ㸦㔝⳯㸧ࡢᬑཬᅗ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗពẼ㎸ࠋࡓࡋ 
ᓥእࡢస≀ࡢ౫Ꮡࡕ᩿ษ࠺࠸࠸ࡓᛮ࠸㔝⳯సጞࠋࡍ࡛࠺ࡑࡓᖺࡢ 9 ᭶㹼᱂ᇵጞࠊ

࿘ࠊࡓࠋẖ᪥ฟⲴᓥෆ㸦ၟᗑ㸧ࠊస࣮ࣥࢥࢺ࣮ࢫ࣭ࢸࢩࢡ࣭ࢫࢼ࣭ࣜࣗ 2 ᅇࡣ▼ᇉ࣮ࣇࡢ

 ࠋணᐃࡃ࠸࡚࠼ኚ㔝⳯ࡍ᱂ᇵࠊẖᖺࠋࡍ࠸࡚ࡋฟⲴࢬ࣮
� ᪂㩭࡞㑣ᅜ⏘ࡢ㔝⳯㣗༟ࠋ࠺ࡋ࡛ࡀ࠸ᓥෆၟࡢᗑ࡛㈍ࠋࡍ࠾࡚ࡋ 

12 ᭶ 7 ᪥㸦㔠㸧㑣ᅜ〇⢾ᕤሙ࡚ᅽᦢᘧ

ᖹᡂࠊ⾜ࡀ 30 ᖺᗘ/31 ᖺᗘᮇ᧯ᴗࢫࡀ

 ࠋࡓࡋࡋࢺ࣮ࢱ
� ᧯ᴗணᐃࡣ᮶ᖺ 4 ᭶ᮎ࡛⣙ 110 ᪥㛫ࠊ

ฎ⌮ཎᩱࡣ 5,875㹲ぢ㎸ࠋ࠸࡛ 
� 㛵ಀ⪅ࡀཎᩱᢞධཱྀࣅࢺࢧᢞධ

 ࠋࡓࡋ࠸㢪ฟᖍ⪅ဨ࡛Ᏻ᧯ᴗࠊࡋ

ᖹᡂ 30 ᖺᗘ/31 ᖺᗘ 㑣ᅜ〇⢾᧯ᴗ㛤ጞ 

寄附・寄贈

ᨾ࣭ ྂぢ� Ṋ୕Ặࡢጔྂぢ� 㒊୍ࡢ㤶ࠊᵝࢼ

ࠖⅭࡢ㐩Ꮚࡢ㑣ᅜࠕ 5 ࡈࡢᐤ㝃㡬

 ࠋࡓࡋࡁ
ษά⏝࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ࠋࡍࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ

 ࠋࡍ
 

生まれてくる
赤ちゃんのため
「風しんワクチン」
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■表紙　防災訓練
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