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令和３年６月末現在

人 口：４，３６０名

（前月比△ ２名）

世帯数：１，７８２世帯

（前月比△ ８世帯）

☎ ９７３－３００１

８月発行 江洲自治会

 
２０２１年

号

豊和風まつり中止のお知らせ

例年、旧暦７月１４日旧盆ナカビ（８月１４日土曜日）に行われております

「豊和風（ユガフウ）まつり」は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、

ご来場予定の区民皆様や出演される方々と関係者の健康と安全を最優先に考え、

昨年同様まつりの開催を中止することと致しました。

まつりを楽しみにされていた皆様には、誠に申し訳ございませんが、ご理解頂き、

次回からのまつりが盛り上がるよう準備を進めてまいりますので、今後ともご支援・

ご協力をよろしくお願いします。

元々、豊和風祈願祭は「無病息災と五穀豊穣」を願う部落の神行事として、毎年欠かさず自治会館から

ヌン殿内まで獅子ジュネ―を行い奉納祈願を実施してきました。

今年度も感染症の観点から、当日は人員制限の少人数（自治会役員・各団体代表者・自治会職員）にて

感染予防対策を行い、時間短縮（獅子演舞はなし）のもと奉納祈願を実施することに区民皆様のご理解を

お願い致します。

令和３年７月１９日 審議委員会

年末までのスケジュール

９月 ６日（月）：午後４時～役員会

９月１０日（金）：午後７時～審議委員会

９月１９日（日）：江洲区敬老会（中止）

１０月２４日（日）：今帰仁上い（来年へ延期）

１１月１４日（日）：区民グラウンド・ゴルフ大会

（新型コロナ感染症の状況を判断し、開催決定する）

１１月２８日（日）：班ごとの清掃作業：午前８時～

（令和３年７月１９日・審議委員会にて決定）

夏休み ラジオ体操は中止です！

うるま市の新型コロナウイルス感染拡大防止

ガイドラインに沿って、 夏休み期間中の

ラジオ体操は中止します。
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軽トラ貸出日程表⇒自治会館にて予約を取ってください。

８月　２日（月） ８月１３日（金）

８月　３日（火） ８月１６日（月）

８月　５日（木） ８月１７日（火）

８月　６日（金） ８月１８日（水）

８月１０日（火） ８月１９日（木）

８月１１日（水） ８月２０日（金）

８月１２日（木） ＊８月４日（水）貸出できません。

日付 午前 午後 日付 午前 午後

〇

〇 〇

〇 〇

〇 〇

〇 〇

〇 〇

〇 ×〇 〇

〇

〇 〇

〇 〇

〇 〇

〇 〇

× 〇

協
力
企
業

受付時間：午前8～11時 午後1～4時

休診日：火・木・土の午後、日曜日、祝日

心療案内：内科外来、人工透析内科外来

うるま市字江洲６００番地５

TEL０９８－９７５－２５２５

うるま市字江洲５０７番地

TEL９８９－３３００

営業時間：９時～２３時・年中無休

うるまシティプラザ

営業時間

午前９：００～午後１１：００

うるま市字江洲４５０－１

☎：０９８－９７４－１３００

具志川メインシティ

家庭から出る『草木』の自己搬入について（軽トラの貸出し）

＊軽トラの貸出

①期間 ： 令和３年８月２日（月）午後から 下記日程表の通り ・午前（９～１２時） ・午後（１～４時）

注意事項

②借用時間の厳守 ③返却の際は洗車、ガソリンの満タン（貸出時満タン）にてお願いします。

江洲自治会では特別に、各家庭から出た草木について、自己搬入にて処理できるように、

軽トラの貸出を行います。ご希望の方は下記内容の通り、ご来館して頂き、搬入申請書（特別）兼
軽トラ借用願の手続きを行ってください。

家庭から出る大量の草木については、自己搬入（無料・量の制限あり）が可能となって

おります。ごみの減量化にご協力ください。

搬入の際は、事前に 江洲自治会 にて手続きを行ってください。

家庭の庭以外から出た草木類は原則として自己負担（有料）になります。

●袋等に入れる必要はありません。直径３０㎝以内、長さ２ｍ以内です。

●建設工事に伴う、草木の処理はできません。

●量の制限 １世帯につき年間（年度）１，０００㎏までです。

●車は江洲自治会より軽トラを借用してください。

●搬入先は、市の指定する堆肥化工場（２社）となっております。
・（有）沖縄クリーン工業（石川山城） 搬入時間：月～金 午前８：３０～１１：４５ 午後１：００～４：１５

・（株）久和建創 (与那城饒辺） 搬入時間：月～土 午前８：３０～１１：４５ 午後１：００～４：３０

『草木』自己搬入（軽トラの貸出し）の手順

①江洲自治会館へ電話（軽トラの確認）

電話番号 ９７３－３００１

②江洲自治会館へ出向く

・搬入申請・許可書（搬入先の確認）へ記入する。

③当日、江洲自治会館へ

・軽トラ借用（カギを受け取る）

・終了後は洗車、燃料満タンで返却をお願いします。

詳しい内容は江洲自治会館まで

電話 ： ９７３－３００１

https://www.san-a.co.jp/
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●うるま市役所のホームページから 江洲自治会の情報が見れます！

１．うるま市役所トップページから新着情報江洲自治会のページを更新しました。を

クリックするかうるま市の自治会をクリックしてください。

２．具志川地区と出ますので江洲自治会をクリックすると江洲自治会のページに移行します。

●ホームページから印刷も可能ですので 是非ご活用をお願いします！

●ＱＲコードで携帯電話

からも江洲自治会情報を

確認できます。

９班の仲程恵信さんが

高齢者叙勲 教育功労を

受賞されました。
広報誌

６月号より

「新しい生活様式」などの基本的な感染防止対策を徹底してください。 新型コロナウイルスの変異により、

感染力が増しています。 ①人と人との距離の確保 ②マスクの着用 ③手洗いなどの手指衛生 など

「新しい生活様式」を徹底して実践することにより、感染リスクを低減してください。

中原小学校より

できるとき、できる時間帯に子供たちの見守り活動を！

＊問い合わせ先 中原小学校 ９７３－６８１０

子供たちを事件、事故から守るのはすべて大人の責任です。

あなたも中原小学校見守り隊に参加していただけませんか。

ご協力お願いします。

令和３年度 区費お支払いについて

区民皆様のご協力により公民館にての

区費お支払いが順調に推移しております。

大変ありがとうございます。

お支払いがまだの方はコロナ過の中で、

大変恐縮ですが自治会館（公民館）にて

納めていただきますようお願いいたします。

令和３年８月１日

江洲自治会長

安里義輝

県中学総体２０２１にて、高中男子テニス部ダブルスにて澤岻（宮里区）、

立津（江洲９班）のペアが優勝しました。おめでとうございます！

同じく、藤井（江洲９班）、中村（江洲９班）ペア（前回は優勝）もベスト４を

はたしました。 九州大会へ県代表として派遣されます。 がんばれ！

やりました！見事！高中テニス部・・・

男子ダブルス（澤岻・立津）優勝！
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老人豊和風会 自治会館休館

　（中止） 健康体操

（定員１５名）

午前10～11時

ウチャトー 振替休日 自治会館休館

山の日 自治会館休館 健康体操

自治会館休館 （定員１５名）

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ閉会式 午前10～11時

自治会館休館 ミニディ 見守り隊 ウンケー ナカビ

　（中止） 豊和風祭り（中止）

自治会館開館
午前９時～１２時

ウークイ 振替休日 自治会館休館

自治会館休館 自治会館休館 健康体操

（定員１５名）

午前10～11時

自治会館休館

６ ７
日 月 火 水 木 金

１ ２ ３ ４ ５

土

20（旧7/13） 21（旧7/14)

８（旧7/1） 9 10 11 12 13

１5 １6 １7 １8 １9

１4（旧7/7）

２８

２９ ３０ ３１

22（旧7/15） ２３ ２４ ２５ ２６ ２７

７月３０日に完了。

＊うるま市広報誌８月号を

ぜひご確認ください。

・うるま市のごみ処理経費・搬入量等について ５ページ

・台風シーズンを迎えます！対策のポイント ８ページ

・子どもの予防接種と乳幼児健診について ９ページ

●新型コロナ感染防止のため
区費納入は、自治会館窓口で納めていただきますよう

ご協力お願いします。
月曜日～金曜日の午前９時～午後５時まで

土・日・祝祭日は休館です！

（＊但し、第３土曜日 ９：００～１２：００はあいてます。８/２１）

＊新型コロナ対策のため催事の中止や延期等が発生する場合がありますのでご了承ください。

＊審議委員会は新型コロナ対策を充分行い、時間短縮にて実施予定です。参加者はマスク着用にて

ご参加ください。

行事予定


