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夏休み! 親子ダンボールコン
ポスト　講習会2021
　家庭から出る生ごみを、ダンボールコ
ンポストを使って堆肥化しませんか。
対象　�市内在住の小学校４年生～６年

生とその保護者(2名1組)
日時　7/28（水）14：00～16：00
場所　中央公民館　展示室（2階）
募集人員　20組(40名)　※先着順
募集方法　�申請用紙に記入して、FAX

か環境対策課窓口へ直接
申込

FAX番号　098-893-4410
※�申請用紙は、環境対策課窓口か市の
ホームページからもダウンロードでき
ます。

　　HPはコチラ→　

募集締切　7/21(水)
※定員に達し次第、締め切ります。
□問  環境対策課　内線2621、2625

放送大学　
入学生募集のお知らせ
　放送大学は、2021年10月入学生を
募集しています。10代から90代の約
9万人の学生が大学を卒業したい等、
様々な目的で学んでいます。心理学・歴
史・情報・自然科学など、約300の幅広
い授業科目があり、1科目から学ぶこと
ができます。
出願期間
第1回募集　6/10～8/31
第2回募集　9/1～9/14
　資料を無料で差し上げています。詳
しくはHPもしくは下記連絡先までお問
い合わせください。

　　　HPはコチラ→　

□問  放送大学沖縄学習センター
　　☎098-895-5952

観光農水課で
Instagram
始めました

宜野湾市の素敵な観光スポット・
飲食店情報、イベント情報お届け
しています！

令和3年度【8月開講】障害者委託訓練生募集
募集期間　令和3年6月1日（火）～6月25日（金）

コース名 定員 訓練期間 募集対象 訓練場所

CADオペレーター
養成科（知識・技能） 4名 8月2日〜

10月29日

身体（上肢、下肢、内部障害）、
聴覚（口話で理解できる方）、
精神、発達、その他（高次脳機
能障害、難病）

沖縄市

介護技能習得科（実践） 3名 知的、精神、発達、その他（高
次脳機能障害、難病） 宜野湾市

※受講料無料（但しテキスト代、検定料、保険料などは自己負担）
※詳しくは、具志川職業能力開発校へお問合せください。
□問  具志川職業能力開発校　☎098-973-6680

令和２年度宜野湾市ふるさと応援寄附の公表について
　令和２年度中の宜野湾市ふるさと応援寄附の件数及び総額は、寄附件数2,071
件で寄附総額59,327,500円となりました。本市にご寄附頂き誠にありがとうござ
いました。
　寄附者等の公表につきましては、ご了承いただいた方のみ市ホームページに掲載
しておりますのでご確認ください。

令和３年度ふるさと応援寄附活用事業
　令和２年度にいただいた寄附金については、令和３年度の以下の事業に活用致し
ます。
①教育・文化に関する事業 16,900,000円
　・教育環境整備事業
　・大謝名小学校事務運営費

②健康・福祉に関する事業 7,030,000円
　・任意予防接種費用助成事業

③環境保全に関する事業 6,100,000円
　・資源ごみ収集事業

④交流・産業振興に関する事業 2,300,000円
　・空き店舗対策事業

⑤基地跡地利用の推進に関する事業　
　・�宜野湾市中学校短期海外留学派遣事業に活用予定だったが、新型コロナウイ
ルス感染症関係で留学派遣事業が中止となったため、令和4年度に活用予定

⑥市長がまちづくりに必要と認める事業（指定なしを含む）　23,000,000円
　・新型コロナウイルス感染症対策関連事業

□問  企画政策課　内線2123

自衛官等募集のお知らせ
募集種目（採用試験）

種　　目 受験資格 受付期間 試験日（1次）
防衛医科大学校医学科学生 １８歳以上高卒(見込)２１歳未満 ７月１日〜１０月１３日 １０月２３日
防衛医科大学校看護学科学生
（自衛官候補看護学生） １８歳以上高卒(見込)２１歳未満 ７月１日〜１０月６日 １０月１６日

防衛大学校学生（一般） １８歳以上高卒(見込)２１歳未満 ７月１日〜１０月２７日 １１月６・７日
航空学生（航空要員） １８歳以上高卒(見込)２１歳未満

７月１日〜９月９日 ９月２０日
航空学生（海上要員） １８歳以上高卒(見込)２３歳未満

一般曹候補生（男女） １８歳以上３３歳未満 ７月１日〜９月６日 ９月１６〜１９日
(いずれか１日)

自衛官候補生（男女） １８歳以上３３歳未満 年間を通じて行って
います。

受付時にお知らせ
します。

□問  自衛隊沖縄地方協力本部　☎098-866-5457

↑HPはコチラ

【市の人口（4月現在、カッコ内は先月比）】　人口100,233人(+191)　男48,732人(+127)　女51,501人(+64)　世帯数 46,154 世帯 (+192)
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海浜公園ガイド（7月）
☎８９７－２７５１

日付 イベント名 会場
1（木）～
31（土）

コロナウイルスワクチン
接種会場（予定） 体育館

1（木） 宜野湾市民の日 海浜公園
各施設

3（土） 海浜公園
フリーマーケット 中央広場

3（土） 夕涼み会（予定） 多目的運動場
3(土)
4(日)
10(土)
11(日)

第103回全国高等学校
野球選手権沖縄大会

（予定）

アトムホーム
スタジアム

宜野湾

4（日）
11（日）

ワラビーカップサッカー
大会

市立
グラウンド

18（日） 県グラウンドゴルフ
夏季大会

市立
グラウンド

17（土） 運動会（予定） 多目的運動場

※�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。
※�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。

相談案内 宜野湾市役所
８９３－４４１１

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)
月～金 10：00～17：00 896-1215

人材育成交流センターめぶき

家庭児童相談室 月～金  8：30～17：15 児童家庭課

おきなわ子ども虐待
ホットライン

月～金 17：30～翌8：30　
土日祝日　終日 886-2900

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
金 13：30～15：30 市民生活課

市民相談

市民相談 月～金 10：00～16：00
(12：00～13：00は除く)

市民生活課
人権困りごと相談所 第3木 13：30～16：30

不動産無料相談(要予約) 第4火 13：30～15：30

消費生活相談 月～金 10：00～16：00
(12：00～13：00は除く)

行政相談
第4木 14：00～16：00

0570-090-
110
市民生活課沖縄行政評価事務所

教育相談
はごろも学習センター(支援係) 月～金 9：30～16：00 893-5073

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

慰霊の日写真パネル展
「沖縄戦の中の宜野湾」開催
　戦前の宜野湾の様子から沖縄戦時
の宜野湾の状況、そして戦後復興と伊
佐浜の土地闘争について、写真を通し
て紹介します。平和学習や、戦争と平和
について考える機会として、ぜひご覧く
ださい。
期間　6/16（水）～７/11（日）
※火曜は休館。慰霊の日（23日）は開館。
時間　9：00～17：00
　　��（最終入館は16：30まで）
場所　市立博物館�企画展示室
入場料　無料

□問  市立博物館　☎870-9317

ベーシックヨガ教室
受講生募集
【ベーシックヨガ教室体験会】
期間　6/22（火）13:30～15:00
　　　6/24（木）10:00～11:30
定員　各15名
対象　20歳以上の方
受講料金　500円
内容　�基本のポーズを中心に初心者の

方でも楽しめるヨガ教室体験会。
持ち物　�ヨガマット・フェイスタオル・

バスタオル・飲物　
講師　仲本　樹里
場所　市立多目的運動場研修室

【ベーシックヨガ教室】
期間　火曜クラス7/6～全10回　
　　　毎週火曜日13:30～15:00
　　　木曜クラス7/8～全10回　
　　　毎週木曜日10:00～11:30　
定員　各15名　
対象　20歳以上の方
受講料金　6,000円
内容　�普段使わない筋肉を刺激し、体

の柔軟性を高める初心者の方で
も分かりやすいヨガ教室です。

持ち物　�ヨガマット・フェイスタオル・
バスタオル・飲物

講師　仲本　樹里
場所　市立多目的運動場研修室�
受付　�6/2から申込書と受講料を添え

て体育館窓口へ直接申し込み
□申  □問  宜野湾市立体育館
　　　（はごろもＰＭパートナーズ）
　　　☎098-897-2751

博物館市民講座受講生募集！
【沖縄の戦争遺跡を知ることで分か
ること～文化財調査から見えてきた
もの～】
　沖縄県内では1,000ヶ所を超える戦
争遺跡を見ることができます。戦争遺
跡とはどのような遺跡か、そこから見え
てくる実態についてお話しします。
日時　6/27（日）14：00～16：00　
受付　13：30～
会場　市立博物館２階　研究室
講師　�山本�正昭（沖縄県立博物館・美

術館　主任学芸員）
定員　25名（先着順）
受講料　無料
申込期間　6/6（日）～6/26（土）
※定員に達し次第、締め切り
受付時間　9：00～17：00

【野外講座　ぶらっと、博物館めぐり
～ひめゆり平和祈念資料館～】
　今年４月にリニューアルオープンし
た、ひめゆり平和祈念資料館をバスで
訪ねます。
日時　7/11（日）12：30～16：50　
受付　12：00～
集合場所　宜野湾市立博物館
講師　ひめゆり平和祈念資料館職員�
定員　25名（先着順）
受講料　�450円（入館料・保険料と

して）
申込期間　6/20（日）～7/2（金）
※定員に達し次第、締め切り
受付時間　9：00～17：00

【沖縄のホタルとホタルあそび】
　沖縄のホタルについて、その生態な
どを紹介した後、ホタルを入れるため
の提灯(ちょうちん)を作り、ホタルの
観察会を行います！この機会に、お子
さまと一緒に参加してみてはいかがで
しょうか？
日時　7/18（日）17：30～20：30　
受付　17：00～
会場　市立博物館２階　研究室
講師　�佐々木�健志（琉球大学博物館

「風樹館」　助教）�
定員　25名（先着順）
受講料　50円（保険料として）
申込期間　6/27（日）～7/9（金）
※定員に達し次第、締め切り
受付時間　9：00～17：00
　　　　��（火曜は休館）

□問  市立博物館　☎870-9317

【市の人口（5月現在、カッコ内は先月比）】　人口100,165人(-68)　男48,699人(-33)　女51,466人(-35)　世帯数 46,146 世帯 (-8)

市報ぎのわん6月号に掲載されているイベント、講座等は、新型コロナの影響により延期または中止する可能性が
ございます。詳しくは、各問い合わせ先までご確認ください。
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