【市の人口（10月現在、カッコ内は先月比）】人口100,346人（+116）

イベント名

会場

5（土）

フリーマーケット
にゃんにゃん譲渡会

中央広場

6（日）

集団健診

体育館
中央広場

9(水)〜
11(金)

級位審査講習会(下期)

体育館

12(土)〜
13(日)

全九州中学生
卓球選手権大会

体育館

19(土)〜
20(日)

青少年健全育成
少年野球教室

野球場
多目的運動場

19(土)〜
20(日)
25(金)〜
28(月)

第25回宜野湾市
市立グラウンド
招待サッカー大会(予定) 多目的広場

25(金)〜 沖縄県ミニバスケットボール
冬季大会 ( 予定 )
27(日)

体育館

※新型コロナ感染拡大防止のため、大会・イ
ベント等は中止または延期となる可能性
が生じますのでご了承ください。
※主催者の都合により変更やキャンセルに
なる場合があります。詳しくは主催者にご
確認ください。
※土日はイベントが多くなり駐車場の混雑
が予想されますので、
ご来園の際はご注意
ください。

世帯数45,920世帯（+115）

高速道路を安全・快適に利用するために

出発前に積荷をチェック！
・沖縄自動車道では、建築資材（脚立や角材など）や家庭用品など多種多様の落下物
が多く、交通事故の原因となっています。
・積荷は、運転者の責任でシートをかけ、
ロープでしっかり固定しましょう。
出発前に車をチェック！
・沖縄自動車道では、
タイヤ破損やエンジントラブルが原因の事故が多発しています。
・故障の大半が基本的な点検で防げます。燃料、
タイヤ、オイルなどの点検を忘れずに。
命を守るシートベルト！
・シートベルトは、衝突時にハンドルやフロントガラスに胸や頭をぶつける二次衝突
や車外に投げ出される危険性を一定の範囲で防止する効果があります。
・高速道路では、後部座席を含め全席シートベルト着用が義務となっています。
あおり運転はやめましょう！
・前方の自動車に激しく接近し、
もっと早く走るよう挑発する
「あおり運転」
は、重大な
交通事故につながる悪質・危険な行為で、車間距離保持義務違反などの交通違反
になります。
・危険な運転者に追われるなどした場合は、サービスエリア・パーキングエリアなど交
通事故に遭わない場所に避難してから、ためらうことなく警察に110番通報してく
ださい。
逆走は命にかかわる危険行為！
・逆走してしまったときは、安全な場所に停車、ハザードランプを点灯して避難し、
110番通報してください。
・逆走車を見かけたら、110番や♯9910で通報してください。
沖縄県警察本部交通部交通機動隊
西日本高速道路株式会社九州支社沖縄高速道路事務所

家庭・児童・女性相談
女性相談（福祉・DVなど） 月〜金 8：30〜17：15 児童家庭課
女性一般（相談）
人材育成交流センターめぶき 月〜金 10：00〜17：00 896-1215
月〜金 8：30〜17：15 児童家庭課

おきなわ子ども虐待 月〜金 17：30〜翌8：30
886-2900
ホットライン
土日祝 終日

福祉相談
生活の困りごと相談 月〜金 9：00〜17：00 生活福祉課
ふれあい相談室 社協 月〜金 9：00〜16：00 896-2020

法律相談（要事前予約、予約状況は事前にお問い合わせください）
無料法律相談

水 13：30〜16：30
市民生活課
金 13：30〜15：30

募集種目（採用試験）
種目

受験資格

自衛隊沖縄地方協力本部 ☎866-5457

宜野湾市の法事に関する取り決め

人権困りごと相談所 第3木 13：30〜16：30

金額

不動産無料相談（要予約） 第4火 13：30〜15：30
消費生活相談

市民生活課

月〜金 10：00〜16：00
（12：00〜13：00は除く）

行政相談
沖縄行政評価事務所 第4木 14：00〜16：00

0570-090110
市民生活課

告別式

千円

お清めの塩のみにする
（当日のお礼のハガキは可）
お返しはすべて廃止
七七忌
（49日)後の手紙も廃止

７７忌
（スーコー）
（初七日〜四九日まで）

千円

お膳、
お返しは廃止
茶菓子のみにする

一六日の法事
（新一六日のみ）

千円

お膳、
お返しは廃止
茶菓子のみにする

一年忌・三年忌・七年忌
十三回忌〜三三回忌

千円

お膳、
お返しは廃止
茶菓子のみにする
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適応指導教室「若葉教室」 月〜金 9：00〜17：00 893-8859

職業相談（ふるさとハローワーク）
地域職業相談

月〜金 9：30〜17：00 893-5588

2020・11・10

市立博物館
【クリスマスツリー作り】
日時 12/12( 土 ) 13：30 〜 14：30
場所 市立グラウンド会議室
定員 13 人（事前申し込み）
内容 少し大きな松ぼっくりで作るツ
リー作り
対象 どなたでも
参加費 300 円

「会える、見つかる、良くわかる」
適職発見フェア
（就職説明・面接会）

日時 11/19(木) 13:15〜16:30
(受付12:45より随時)
場所 沖縄市民会館 中ホール
対象 すべての求職者(一般求職者・令
和３年３月卒予定学生)
内容 特別な資格や経験がなくて応募
できる求人企業が集まる就職説
明・面接会。応募前の職場見学も
可能。
プロカメラマンによる履歴
書用写真撮影サービス有。専属
キャリア・カウンセラーによる就
活力アップセミナーや個別相談
コーナーもあり。
※事前予約制
※新型コロナウイルス感染症対策のた
め、来場時のマスク着用、検温、消毒、
氏名・連絡先の記入等のご協力をお
願いします。
また、体調不良の場合は、
参加をお控えください。
詳しくははコチラ▶
適職発見プロジェクト事務局
（運営企業：
（株）
求人おきなわ）
☎860-8900

☎870-9317

博物館市民講座受講生募集

【察度の時代】
琉球初期の中山王として知られる察
度が生きた時代の沖縄を見ていきま
す。
日時 12/6(日) 14：00〜15：30
※会場13：30〜
会場 真志喜公民館
講師 上里 隆史
(浦添市立図書館 館長)
定員 25人
受講料 無料
申込期間 11/15(日)〜12/4(金)
9：00〜17：00
【村獅子めぐり】
喜友名の石獅子群や、南部に残る村
獅子をバスで巡ります。
日時 12/13(日) 13：00〜16：00
※受付12：30〜
集合場所 宜野湾市立博物館
講師 伊藤 圭
(市立博物館 学芸係長)
定員 10人程度
受講料 100円(保険料として)
申込期間 11/22(日)〜12/4(金)
9：00〜17：00
※定員に達し次第締切
※新型コロナウイルスによる感染症の
拡大状況によっては、開催日を変更す
る場合もあります。詳しくは当館まで
お問い合わせください。
市立博物館 ☎870-9317
（火曜日・祝日は休館）

み〜ぐるぐる宜野湾・嘉数め
ぐり〜歩いて発見！地域の文
化財！〜

「古い集落の形を残す嘉数地区をガ
イドと共に歩く3時間」
（ 小禄墓を含む
嘉数地区の史跡・戦跡をまわります）
日時 12/5(土) 9：00〜12：00
※受付8：30〜
集合場所 嘉数区公民館駐車場
主催 宜野湾市文化財ガイド
「察度の会」
定員 25人
受講料 300円(保険料・資料代)
申込期間 11/16(月)〜11/21(土)
10：00〜17：00
※定員に達し次第、締切
※参加者はマスク着用をお願いします。
また、体調不良時の参加はご遠慮く
ださい。
※都合によりコースを変更する場合も
ございます。
（雨天時は小禄墓の見学
はできません）
宜野湾市文化財ガイド「察度の会」
☎080-6492-3010

11月は「指名手配被疑者捜査
強化月間」
です

あなたの近くにいませんか。指名手
配被疑者検挙にご協力を！どんな小さ
な情報でもお寄せください。
宜野湾警察署 ☎898-0110
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2020・11・10

申
…し込み先

申
…し込み先

はごろも学習センター（支援係） 月〜金 9：30〜16：00 892-4732

市自治会・市婦連・市老連では、市内における法事ごとに関する金額や品物などにつ
いて、上記のように実施することを取り決めました。
実施につきましては、平成16年4月1日より市内全域にて実施しておりますので、市
民の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
宜野湾市自治会長会
市 婦 人 連 合 会
市老人クラブ連合会

ホームぺージはコチラ▶

ロコモティブシンドロームを通じて、
現在のカラダの移動機能を把握し、
日
頃の運動不足を解消しませんか？
日時 11/29(日) 9:30〜11：30
※受付9：00〜
場所 宜野湾市立多目的運動場
※室内シューズをご用意ください。
内容 ウォーキング、
ロコモ度チェック、
ロコモ予防体操
対象 ウォーキング、体温・血圧・体組成
測定で運動不足を解消したい方
参加費 無料
定員 30人 ※定員を超えた場合は
抽選となります。
申込期限 11/24(火)まで
9：00〜17：00
※お電話でお申し込みください。
※新型コロナの感染状況により日程が
変更となる場合があります。
生涯学習課 ☎893-4435

申

申

教育相談

取り決め事項

新型コロナウイルスの感染拡大防止
のため、琉球大学との合同企画展は中
止となりました。
そのため、字展を11月
29日まで延長します。
なお、当企画展は「Webパネル展」
と
題して、ホームページでも展示の内容を
一部公開しています。
ご来館できない方
は是非、
ご覧ください。
期間 11/29(日)まで
※休館日：毎週火曜日・祝日
時間 9：00〜17：00
(入館は16：30まで)
場所 市立博物館 企画展示室
料金 無料

コロナに負けない！×ウォー
キングwithロコモ予防セミ
ナーの開催について

問合せ
…

問合せ
…

法事

地域との共同企画展 ぎの
わんの 字 展「布織り美らさ
や 新城」会期延長！

※通信料は自己負担となります。

問

問

月〜金 10：00〜16：00
（12：00〜13：00は除く）

試験日

陸上自衛隊高等工科学校生徒
11月1日〜
令和3年1月10日・11日
（推薦）
（いずれか1日）
男子で中卒（見込） 11月30日
11月1日〜
陸上自衛隊高等工科学校生徒 17歳未満
令和3年1月23日
令和3年1月6日
（一般）

市民相談
市民相談

受験期間

【リズムジャンプトレーニング】
日時 12/8( 火 )
時間 17：30〜18：30子ども・親子
向け
19：00〜20：00大人向け
参加費 500 円
場所 体育会議室
予約 事前申込み
定員 各時間 7 人

☎896-2401

☎８９３︲４４１１︵代表︶

☎８９３︲４４１１︵代表︶

家庭児童相談室

自衛官等募集のお知らせ

各種講座 受講生募集

【クリスマスオーナメント作り】
日時 12/5( 土 ) 10：00 〜 11：00
場所 海浜公園 中央広場
定員 15 人（当日先着順）
対象 どなたでも
参加費 300 円
※雨天中止

直通専用回線

宜野湾市役所

宜野湾市役所

相談案内 宜野湾市役所
☎893-4411

宜野湾市防災行政無線放送を電話で確認できます。

募集・お知らせ

募集・お知らせ

日付

女51,560人（+46）

健康・福祉

健康・福祉

海浜公園ガイド（12月）
☎897-2751

男48,786人（+70）
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