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市 民と市 政をむすぶ

11月に開館30周年 を迎えます！

特 集1

P2〜3 宜野湾市民図書館 30周年記念

市役所からのお知らせや
地域の情報を発信します

登録はコチラ
▼

登録はコチラ
▼

宜野湾市民図書館開館 30周年！
市民図書館シンボルマーク

「笛吹きキジムナー」
（ 作：故 與那
覇朝大 氏）は、図書館の役割であ
る「文化の発展と継承」を図案化し
たものです。
キジムナー（文化の象徴）
：
沖縄に古くから語り継がれている
木の精
笛吹き（継承の象徴）
：
人々を集め、知らせるための道具

展

與那覇朝大ミニ絵画

同時開催！

ぎのわん教育の日関連事業

開館30周年記念イ
周年記念イベント
ベント

11月3日(水)～11月29日 (月)

おもしろ絵本展・ブックリサイクルフェア10:00～17:00（受付時間10：00～16：30 まで）

おもしろ絵本展
2階

図書館のあゆみパネル

カルチャーホール

1階

出入り口付近

30年前の市民図書館の写真や年
表等を展示！

普段は表に出ていない‘とびだす絵本’
‘音が鳴る絵本’など楽しい絵本の展示！

たいもちゃん

たーぽん

たーにゃ

日

絵本展の様子

開館初

ブックリサイクルフェア

)限定
11月3日(水
特別貸出
移動図書館

2階施設（学習室など）

一般書・児童書・えほん・雑誌まで種類豊富！
※マイバックをご持参ください！
（なくなり次第終了）

図書館のネコ

が★ねこ

前で、
す！
図書館玄関
がまっていま
号
め
ゆ
ら
ゅ
移動図書館ち

リサイクル
予定の本

00
10：00～16：

※ご来館の際は、新型コロナウイルス感染症対策のためマスクの着用・手指消毒・入場制限にご協力お願いいたします。
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市民図書館の
あゆみ
○昭和62年7月
図書館建設事業プロジェクトチーム発足
○平成3年11月
市民図書館開館
○平成6年10月
図書資料貸出100万冊達成
○平成8年7月
レファレンスカウンター業務開始

市民図書館は、1日平均約300人の利用者が訪れ、乳幼児から高齢者の方まで

幅広く利用されている市民の知の拠点施設です。

市の中心部が普天間基地で占められている特殊な地形であることから、市民へ
の公平な図書館サービスの提供を目的に、平成14年には移動図書館「ちゅらゆめ号」
の巡回を開始し、市内（27ステーション）で広くご利用いただいています。

１階

一般書コーナー
中央カウンター

インターネット蔵書検索サービス開始

〇平成23年6月
ＡＶブース入替え・窓際読書コーナー設置
○平成24年9月
授乳室設置
○平成28年9月
赤ちゃんタイム開始
毎週水曜10時～12時
〇令和3年7月
図書除菌機設置
○令和3年11月

一般書コーナー

図書除菌機

開館30周年！
！
館長

レファレンスコーナー

インターネット
コーナー
AVブース
2021・10・11

〇平成19年８月

入退館システム・自動貸出し機導入

○学習室
児童書コーナー
○会議室
○展示ホール
○カルチャーホール
〇閉架書庫

市報

インターネット利用者サービス開始

〇平成21年3月

２階

3

○平成14年10月

子育て支援ブックスタート開始

おはなしのくに

閉架書庫

移動図書館（ちゅらゆめ号）巡回開始
（17ステーション）

○平成20年10月

施設
案内

○中央カウンター
○一般書コーナー
○児童書コーナー
○レファレンスコーナー
（郷土資料、参考書コーナー）
※調べ物の相談を受付
○ＡＶコーナー（CD・DVD）
※視聴用のブース設置
○新聞・雑誌コーナー
○インターネット検索コーナー
☆図書検索機
☆自動貸出機
☆図書除菌機

○平成14年3月

ぶんえいひろみ

文栄広美

本市民図書館は、開館時約7万5千冊
からスタートした蔵書数が、現在約35
万冊となり、登録者数は約2万8千人と
なっています。
また、各種講座の開催、市民や地域が
学んだ成果を社会に還元できる場の提
供・支援を行い、市民の生涯を通じた学
びの拠点としての役割を担っています。
グローバル化が進み、市民の価値観や
ニーズが多様化している高度情報化社
会に、知の拠点施設として誰もが必要な
情報にアクセスできるよう、インター
ネット整備による市公共施設間での図
書資料連携、館内ＩＴ設備の充実を視野
に、これからも市民の生涯学習の充実に
取り組んでまいります。

市の動きやまちの最近の出来事をお届けします！

こみゅにてぃ見聞録

PHOTO NEWS

表彰おめでとうございます

8/26 令和3年度 市政功労者表彰式典を開催
市では、昭和37年7月1日に市制が施行されたことを記
念して、毎年7月1日を「宜野湾市民の日」と定め、長年にわ
たり市政に功労のあった方々を表彰する市政功労者表彰
式典を行っています。
今年は、新型コロナの影響により、2度の延期となりま
したが、感染症対策を講じ、出席者を関係者のみに制限し
て開催し、10名の方々を表彰しました。

令和3年度市政功労者
【 教 育 部 門 】

なかむら

むねお

とうばる

宗男

【 文 化 部 門 】

城間

盛久

アラルコン

【体育・スポーツ部門】

米須

清昌

花城

【社会福祉部門】
【産業経済部門】

しろま
こめす

きしもと

せいきゅう
せいしょう
つねこ

岸本

恒子

東

賢一

あずま

桃原

おさむ

仲村

はなしろ

修

さとし

みやぎ

いさお

なかもと

あさこ

宮城
仲本

いしかわ

石川

しんいち

信一

朝子

賢

けんいち

つくってみよう！マイナンバーカード

8/2 マイナンバーカードセンターが開所

市民会館隣に、宜野湾市マイナンバーカードセンターが
開所されました。センターでは、マイナンバーカードの交
付（受取り）や申請書の発行、また、申請に関するサポート
も行っています。センター前面のスペースは身障者や身体
の不自由な方を優先とした駐車スペースとなっています
ので、お越しの際は市役所駐車場をご利用くださいますよ
うお願いします。

8/24

勲

ちゅいしーじーでやさしい宜野湾

ろうきん・社協フードドライブ事業を協定

生活に困っている世帯の支援として、労金浦添支店普天
間支店、ろうきん普天間地区推進委員会、宜野湾市社会福
祉協議会がフードドライブ事業の協定を締結しました。同
支店の邊土名朝啓支店長は「今後も関係機関と連携し、支
援を広げていきたい」と話し、市社会福祉協議会の多和田
会長は「市民の皆さまが安心して暮らせるよう生活支援に
役立てていきたい」と感謝しました。

▲︎代表挨拶を行う、城間盛久氏

お客様から強い要望がありました

8/18 ハッピーモアで大山産の田芋を販売

市大山にある「ハッピーモア市場トロピカル店」にて、大
山産の田芋が旧盆に合わせて販売されました。同市場では
大山産の田芋販売は初の試みで、生産者の皆さんの協力も
あり今回の販売に繋げることができました。我那覇みづき
店長は「今回、念願の大山産田芋を販売することができま
した。今後も互いに協力しながら販売できるようにしてい
きたいです」と話しました。

8/24

第40回中頭地区春季大会

普天間小女子バスケットボール部が優勝

「第40回中頭地区春季ミニバスケットボール大会」にて、
普天間小学校女子バスケットボール部が見事優勝しまし
た。キャプテンの小浜結羽さん（普天間小6年）は「中頭地区
大会で優勝できたのは、みんなの団結力と指導してくれた
コーチ陣のおかげです。
県大会も優勝目指して頑張ります」
と話しました。同バスケ部では新入部員も募集しています。
ぜひ、見学・体験に来てください。
市報
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市の動きやまちの最近の出来事をお届けします！

こみゅにてぃ見聞録

新城地区学習等共用施設を新設

8/24 新築工事安全祈願祭を開催

新城区公民館の新築工事着工に伴い、同公民館にて新城
地区学習等供用施設新築工事安全祈願祭が行われました。
新城区公民館建設委員会の根路銘安正委員長は「平成28
年9月に建設委員会を立ち上げ、建設実現に向けて努力を
重ねてまいりました。本日の安全祈願祭を迎えることがで
き、感無量であります」とあいさつを行いました。新城公民
館は令和4年3月末に完成予定です。

株式会社グローバルイノベーションから

8/30 市内個別接種医療機関へお菓子を寄贈

株式会社グローバルイノベーション（松田裕爾代表取締
役）より、市内の新型コロナワクチンの個別接種を行って
いる医療機関に、医療従事者に甘いものを食べてもらい心
が和らいでもらいたい思いと、県産品を使い、企業を応援
したいとお菓子の寄贈がありました。松田代表取締役は「医
療従事者の皆さまに、職員一同から感謝の気持ちを込めて
送らせていただきました」と話しました。

9/6

温かいご寄附ありがとうございます

株式会社大設から寄附金の贈呈

株式会社大設（大兼久健代表取締役）より寄附金の贈呈
がありました。株式会社大設は、昭和59年の創業から、公
共事業をはじめとして様々な工事を請け負っており、平成
30年度には、共同企業体として、
「 普天間中学校校舎防音
機能復旧工事（除湿換気設備）」で宜野湾市優良建設工事表
彰を受賞しています。大兼久代表取締役は「コロナ対策な
どに活用してもらいたい」と話しました。
5
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今回で9回目の寄贈となります

8/30 アトムホームから食料品の寄贈

株式会社アトムホーム（宮平克哉代表取締役）より、お米
150袋・ポーク缶詰150缶の寄贈がありました。宮平宗幸
取締役専務は「コロナが長引き、皆が苦しい状況ではある
のですが、今後も地元に還元できる企業でありたいと考え
ています」と話し、松川市長は「度重なるご寄附に感謝申し
上げます。困っている人たちが少しでも元気になるよう、
お届けしたいと思います」と述べました。

温かいご支援ありがとうございます

9/3 新機能科学株式会社から消毒液の寄贈

新機能科学株式会社（蓬田昌一代表取締役）より、市教育
委員会へ消毒液「泡のてぶくろ」の寄贈がありました。松野
信弘専務取締役は「故郷が沖縄で、この状況を何とかした
いと思い、まずは縁のある浦添市や宜野湾市に寄贈を決め
ました。今後、沖縄全土に寄贈ができるようエリアを広げ
ていきたいです」と話しました。寄贈された消毒液は、市内
の小中学校に配布を行っています。

9/7

創立50周年おめでとうございます

宜野湾ガス株式会社から寄附金の贈呈

宜野湾ガス株式会社（知念良和代表取締役社長）より、普
天間未来基金と沖縄県共同募金会宜野湾市共同募金へ寄
附金の贈呈がありました。知念代表取締役は「地域の皆さ
まに恩返しがしたい、また、普天間基地返還後の未来のま
ちづくりのお手伝いをしたいと思い、寄附を決めました」
と話し、松川市長は「将来を担う子どもたちの為にも、大切
に使わせていただきます」と感謝しました。

お互

れ い わ

ねん

がつ

にち

令和３年７月１日、
ぎ

の

わ

ん

い に 未 来 を 掴 もう 共 同 参 画

うない

し だんじょきょうどうさんかくすいしんじょうれい

女男

し こ う

宜野湾市男女共同参画推進条例が施行されました！
だ ん じ ょ きょうどう さ ん か く し ゃ か い

せいべつとう

かか

いきー

ゆんたく
ひろば

ひと

のうりょく

189

こ せ い

じゅうぶん

「男女共同参画社会」とは、性別等に関わらず、すべての人が、それぞれの能力や個性を十分
い

たが

たす

あ

ささ

あ

へ い わ

あんしん

く

しゃかい

に生かし、互いに助け合い、支え合い、平和で安心して、いきいきと暮らしていける社会です。
ぎ

の

わ

ん

し

かんが

と

く

じょうれい

さだ

宜野湾市はその考えや取り組みなどを条例として定めました。
し ほ う

がつごう

じょうれい

き ほ ん り ね ん

だい

じょう

せつめい

市報7月号では、条例の基本理念（第 3条）について説明しました。
だ ん じ ょ きょうどう さ ん か く

こんかい

すす

やくわり

きょうどう

だい

じょう

せ き む

だい

今回は、男女共同参画を進めていくためのそれぞれの役割
（協働（第 4条）、責務（第５
じょう

せつめい

〜９条））について説明します。
ひと

へ い わ

あんしん

く

びょうどう

た よ う せ い

みと

あ

ぶ ん や

きょうどう

すべての人が平和で安心して暮らすために、平等で多様性を認め合い、あらゆる分野において協働し、
け ん り

ほしょう

よろ

せきにん

わ

じんけんそんちょう

じつげん

権利が保障され、喜びと責任を分かちあうことのできる人権尊重のまちの実現をめざしましょう！
た よ う

じんざい

ち い き か つ ど う

し

き ほ ん り ね ん

し み ん と う

きょうどう

市は７つの基本理念をもとに、市民等と協働

さんかく

多 様な人 材が地 域活動に参 画で

くに

けんなど

れんけい

だんじょきょうどうさんかく

きるような組 織作りに取 り組 み

しながら国・県 等とも連 携し、男 女共同参画

ましょう。

の推進に取り組みます。

そ し き づ く

と

く

すいしん

ぎ

の

わ

ん

と

く

し

宜野湾市（第5条）
（第４条）

じ ち か い

自治会（第９条）

か て い

男女共同参画社会の
すいしん

し お よ

ば め ん

し み ん と う

きょういくかんけいしゃ

だんじょきょうどうさんかく しゃかい

と

し み ん

市民（第６条）

じ ぎ ょ う し ゃ

事業者（第７条）
しょくば

たいとう

さんかく

かんきょう

る環境づくりとワーク・ライフ・バランスに

じつげん

と

く

取り組んでいきましょう。

おこな

男女平等教育を行いましょう。
し み ん と う

かつどう

すべての人が職場の活動に対等に参画でき

だ い じ

教 育本来の目 的を実 現できるよう、
だんじょびょうどうきょういく

せっきょくてき

すす

やくわり

もくてき

だんじょきょうどうさんかく

おこな

に、 教 育 の 役 割 は と て も 大 事！
きょういくほんらい

た

く

男女共同参画社会を進めるため
きょういく

ち い き

に取り組みましょう。

協働して行いましょう

教育関係者（第８条）

がっこう

ゆる場面で、男女共同参画に積極的

推進は、市及び市民等※が
きょうどう

しょくば

家庭や職場、学校、地域、その他あら

だんじょきょうどうさんかくしゃかい

※市民等とは、市民、事業者（市内において事業活動を行う全ての個人及び法人その他の団体をいう）、
きょういくかんけいしゃ

し み ん

し な い

じぎょうしゃ

し な い

がっこうきょういくまた

じぎょうかつどう

しゃかいきょういく

かか

おこな

すべ

もの

こ じ ん お よ

およ

ほうじん

た

だんたい

じ ち か い

教育関係者（市内において学校教育又は社会教育に携わる者をいう）及び自治会のことをいいます。
宜野湾市男女共同参画推進条例HP ⇒

【お問合せ先】宜野湾市 市民協働推進課 平和・男女共同係 ☎：098-893-4119
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「どこも痛くない！健康だから健診は必要ない！」

と思っていませんか？

全身の動脈硬化・血管の炎症は、肥満、血圧高め、血糖高めなど生活習慣病予備軍の時から進行しており、長い間自
覚症状はありません。しかし、生活習慣病が重症化して起こる心筋梗塞や脳卒中などでは、医療費も高く、病気が原因
で日常生活に影響が生じ、介護が必要になることもあります。
＜症状が出てからでは遅い＞

血管の状態

自覚症状はありません
内臓肥満蓄積から
約 30 年

5〜10 年

25%

狭窄率

50%

【不適切な生活習慣】 【生活習慣病予備軍】 【生活習慣病】
・不適切な食生活
・運動不足
・ストレス過剰
・睡眠不足
・飲酒
・喫煙
など

・肥満

・肥満症

・血糖高値

・虚血性心疾患
・脳血管疾患

・高血圧

・脂質異常

（脳出血・脳梗塞）

・脂質異常症

健診で確認！重症化予防

【生活習慣病の重症化】

（心筋梗塞・狭心症）

・糖尿病

・血圧高値

75%〜90%

・人工透析
・網膜症による失明

※狭窄率
血液の流れる通り
道（ 血 管 ）が 狭 く
なっている割合

【要介護状態】

（生活機能の低下）

【死亡】
・要介護

寝たきり
認知症

・死亡

宜野湾市国民健康保険の医療費を、平成28年と令和元年
度を比較したところ、脳梗塞・脳出血が増加していました。

自覚症状のない時から、健診を受けてご自身のからだの状態や毎年の数値変化を把握しましょう。健診の結果で、医療受診、
精密検査が必要な場合は、必ず病院を受診しましょう。通院中の方は、かかりつけ医(主治医)から必要な診療科を紹介して
もらいましょう。
宜野湾市では、生活習慣病重症化を予防するための健診結果の説明、受診する診療科の案内、結果の改善に向けた食事や
運動について、一人一人のライフスタイルに合わせて専門職(保健師,看護師,管理栄養士,運動指導士)がサポートします。
ぜひご利用ください！
問い合わせ 保健相談センター ☎098-898-5583

もし自宅療養になった時の備えは大丈夫ですか？
家庭備蓄の例
（1週間分／大人2人の場合）
必需 品
□水2L×6本×4箱
(1人1日およそ3L程度)
□スポーツ飲料等 500ml×7本

主菜

主 食 ( エ ネ ル ギ ー 炭 水 化 物）

□レトルト食品
(牛丼の素・カレー等18個）
□缶詰(肉・魚）18缶

□米2kg×2袋(1人1食75g程度) □パックご飯×6個
□乾麺(そうめん2袋、パスタ2袋) □その他
□カップ麺類×6個
(牛乳・シリアルなど)

副菜・そ の 他（ 適 宜 ）
□日持ちする野菜類(たまねぎ、じゃがいも等)
□梅干し、のり、乾燥わかめ等
□野菜ジュース、果汁ジュース等
□調味料

□インスタントみそ汁や即席スープ
□栄養補助食品(固形タイプ)
□ゼリー
□お菓子類

日用品
□常備薬(通院中の方は多めにお薬の処方をしてもらえるか医師へご相談ください)
□市販薬(解熱剤、痛み止め等)※自分にあった薬を選ぶ
□ゴミ袋
□ティッシュペーパー
□トイレットペーパー
□生理用品
□手洗い石鹸
□マスク
□アルコール消毒液・除菌ウェットティッシュ
7
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●小学校就学前の児童の保護者さまへ
令和4年度
対象児童

保育所等(

)4月入所申込のお知らせ

認可保育園、認定こども園、
地域型保育

①宜野湾市民であること。
②保護者の共働き等により保育を必要とする認定を受けた、生後3カ月～小学校就学前までの児童。
※特別支援保育(障がい児保育)希望の方は窓口にてご相談ください。

申込書等配布期間
申込書等受付期間
受付場所

10/4(月)～10/22(金) ※土日祝日は除く。 9：00～11：30、13：00～17：00 ※最終受付16：30まで

※上記期間は、子育て支援課ホームぺージより書類のダウンロードができます。

10/11(月)～10/22(金) ※土日祝日は除く。 9：00～11：30、13：00～17：00 ※最終受付16：30まで

市役所2階

児童家庭課向かい

申込書 等 受 付 時 に持 参 す る も の

①申込書類一式
②印鑑(シャチハタ等のスタンプ式は不可)
③保護者の (1)本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート等)
(2)マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)
郵送 に つ い て
郵送での申込も可能です。申込に関する詳細は必ず市ホームページをご確認ください。なお、郵送での事故等は責任を負いかねます。ご了承ください。
注意事項

▶配布期間・受付期間を過ぎると書類の配布・受付はできません。
▶入所日となる令和4年4月1日時点で保育を必要とする認定を受けていることが入所条件になります。
▶保育所等の入所決定は先着順ではありません。
▶民生員等の証明に時間がかかる場合がありますので、余裕をもって、証明書等の交付を受けてください。
▶各保育所ごとの受入人数や所在地などは配布資料にてご確認ください。なお、配布資料は期間中、子育て支援課ホームぺージでもご確認いただけます。
▶令和3年12月31日までに生まれる可能性のある児童については、仮受付ができます。
▶既に保育所等を利用している児童について、他の保育所等への転園申込も同期間内に受付いたします。
例年、受付期間の最終週(10/18～10/22)は申請者が集中し(一日約200人)、受付会場で1時間以上お待たせすることもございます。
新型コロナウイルスの感染予防対策の観点からも、なるべく郵送で申込していただきますようお願いします。

問 子育て支援課
□

令和4年度

保育児童係

宜野湾市立幼稚園・預かり保育（長期預かり）の園児募集
市立幼稚園

●対象児
①宜野湾市民であること
②年長児(平成28年4月2日～平成29年4月1日生)
③年中児(平成29年4月2日～平成30年4月1日生)
●入学区域 小学校の通学区に準ずる
●定
員 ①年長児 なし
②年中児 各園30人（定員を超えた場合は、抽選）
●保育時間 ▶月・水・金
8：15～12：00
▶火・木(弁当日) 8：15～14：00
●午前保育料 自己負担なし（教材費・おやつ代等は別途徴収）
※公立幼稚園への入園は義務ではありません。
※入園案内通知の送付はありません。

願書配布期間・場所
入園受付期間・場所
配布・受付時間

各幼稚園での面談日

☎893-4156

10/ 4(月)～10/22(金) ※土日祝日は除く 市役所2階 児童家庭課向かいまたは各市立幼稚園

※上記期間は、子育て支援課ホームページより書類のダウンロードができます。

10/11(月)～10/22(金) ※土日祝日は除く 市役所2階 児童家庭課向かい

9：00～11：30、13：00～17：00

※最終受付16：30まで

①11/17(水) 14：00～16：00・・・全園実施
②11/19(金) 14：00～16：00・・・大山幼稚園・嘉数幼稚園、志真志幼稚園、宜野湾幼稚園
長田幼稚園・はごろも幼稚園のみ実施

受付時に持参するもの
①申請書類一式
②印鑑(シャチハタ等のスタンプ式は不可)
③保護者の本人確認ができる書類(運転免許証・パスポート等)
				
問 子育て支援課 幼稚園係
□
郵送について

市立幼稚園 長期預かり保育

●対象児
市立幼稚園へ入園予定の園児で、保護者の共働き等により午後の保育
を必要とする方
※年中児も申請可能です。
●期 間 教育委員会が指定する期間
●休業日 土日・祝日・慰霊の日、12月29日～1月3日
その他園長が指定した日
●預かり保育時間 ▶平日 幼稚園の教育時間終了後～18：30
▶夏休み・冬休み・春休み 8：15～18：30
●預かり保育料 自己負担なし(おやつ代等は別途徴収)
※施設等利用給付の申請が必要です。
●その他 弁当日以外はケータリング利用可能

郵送での申し込みも可能です。
申し込みに関する詳細は、必ず市ホームページをご確認ください。
なお、郵送での事故等は責任を負いかねます。ご了承ください。

☎893–4649
保 育 所 等 の
入所に関する
ぺージはコチラ
▶︎

幼 稚 園・預 か り
保育に関する
ぺージはコチラ
▶︎
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『ウォーキングｄａｙ』

健康・福祉

～健康づくり推進員と一緒に
ウォーキングしませんか～

募集・お知らせ

日時 11月の毎週月曜 9：00〜
集合場所 いこいの市民パーク
管理事務所近く 東屋
対象 市内在住で運動制限のない方
内容 ストレッチ、美らがんじゅう体操、
1時間程度(約4㎞)のウォーキング
※受付不要
※運動前の体調確認、十分な距離の確保
等、新型コロナウイルス感染防止対策を
行った上で実施しています。
※帽子、日傘、飲み物をご持参ください。
※荒天の場合は中止します。
保健相談センター ☎898-5583

フィットネス教室参加者募集
日時

宜野湾市役所 ☎

①11/10(水) 10：00〜11：00
②11/26(金) 14：00〜15：00
※当日は、問診・血圧測定等を行いますの
で、15分前までにお越しください。
場所 保健相談センター2階ホール
対象 市内在住で運動制限のない方
定員 15人(定員に達し次第締切)
持ち物 動きやすい服装、飲み物
室内シューズ
参加費 無料（事前予約）
※予約期間は開催日1週間前〜前日
※来所時のマスク着用、手指消毒の実施、
事前の体調確認など、ご協力をお願いし
ます。
詳しい留意点などは、
市HPをご覧ください▶
保健相談センター

-

8
9
3
4
4
1
1

︵代表︶
⁝問合せ
⁝申し込み先
9

☎898-5583

母子保健推進員募集について

お母さんと赤ちゃんが安心して暮らせる
ようサポートする「母子保健推進員」を募
集しています。
対象 市内在住で子どもが好きな方
募集地域 伊佐・嘉数ハイツ・愛知
宜野湾・大謝名
活動内容
①市の母子保健事業でのお手伝い
②毎月の定例会出席など
③健診未受診宅へ訪問による受診勧奨
④こんにちは赤ちゃん事業の訪問活動
活動日
①②あわせて月1-3回程度(調整可)
③④はご自身の時間内で調整
保健相談センター ☎898-5583
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インフルエンザ予防接種が始まりました！

インフルエンザは、38℃以上の発熱、頭痛や関節痛、筋肉痛など全身の症
状が急に現れ、高齢の方や慢性疾患などを持つ方は重症化する場合があり
ます。インフルエンザは例年12月〜3月にかけて流行します。なるべく早めにワ
クチンを接種し、インフルエンザの流行に備えましょう！
新型コロナウイルスワクチン接種を希望する場合は、前後2週間は他のワク
チン接種はできません。
助成対象 満65歳以上の方(65歳の誕生日を迎えている方)
期間 令和4/2/28まで
接種場所 指定医療機関 ※事前に電話にて予約してください。
費用 1,000円（生活保護を受給されている方は無料）
※60歳以上65歳未満の方であって心臓等に重い障害がある方は、かかりつ
け医へご相談ください。助成対象となる場合があります。
※詳しくはお手元にある通知書まは市ホームぺージにてご確認ください。
保健相談センター ☎898-5583

「お父さん・お母さんの安心・安全みまもり」のモニター募集！

市では、沖縄市・豊見城市・（株）おきでんCplusC社と共同で「お父さん・
お母さんの安心・安全みまもり」の実証試験モニターを募集しています。今回
のみまもりは、これまでのカメラ等の「監視される感」もなく、小型の円形機
器3台を設置する事で24時間活動状況と睡眠状況を把握できます。高齢でお
一人でお住いの「お父さん・お母さん」の活動状況をWi-Fiセンシングを確認
する事で状況を把握できます。
実証試験のお申し込みについては、下記までご連絡をお願いします。
モニター募集サイト▼

株式会社おきでんCplusC
☎870-9610

事業グループ（担当：みまもり係）

提出忘れていませんか？
令和3年度 児童手当「現況届」の提出について（再）

児童手当を継続して受けるためには毎年6月に「現況届」を提出しなければ
なりません。現況届は毎年6月1日の状況を記載し、児童手当を引き続き受給
できるかを確認する手続きです。現況届の提出がない場合、令和3年10月期
以降の児童手当の支給ができません。未提出者には10月末に再度案内通知
を発送しますので、ご提出をお願いします。
提出期限 12/28(火)（郵送の場合は必着）※土日・祝日は受付できません。
受付時間 8：30〜11：30、13：00〜17：00
受付場所 市役所2階 ⑧番窓口 児童家庭課
※詳細については、郵送でお手元に届く通知書をご確認ください。
※令和2年度より健康保険証のコピーの添付は原則不要です（公務員共済組
合加入の方を除く）。
【支給月額】
区分

3歳未満
3歳～小学生
中学生
所得制限限度額を超過している世帯の児童

支給月額

一律
第1子・第2子
第3子以降
一律
一律

15,000円
10,000円
15,000円
10,000円
5,000円

※所得制限限度額の超過についての確認は、現況届提出時に行います。
児童家庭課 ☎893-4422
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令和4年度
対象児童

★は申込制
【大謝名】児童センター TEL・FAX 897-4117
将棋遊び

15：30～16：30

6(土)

人権ってなぁに？

10：30～16：00

12(金)

カプラ遊び

15：30～16：30

25(木)

映写会

15：30～16：30

【赤道】児童センター TEL・FAX 892-3397
12(金)

人権子どもふれあいひろば 13：00～18：00

19(金)

スポーツ大会

15：30～16：30

26(金)

おりがみ教室

15：30～16：30

【大山】児童センター TEL・FAX 890-0015
15(月)～17(水) 感謝のプレゼントづくり 15：30～17：00

【新城】児童センター TEL・FAX 892-8888
5(金)
25(木)

おりがみ教室

15：30～17：00

あらぐすく月1会

15：30～17：00

【我如古】児童センター TEL・FAX 897-6767
12(金)

24(水)～27(土)

15：30～16：30

ありがとう製作

16：00～17：00

ぬりえコンテスト

【長田】児童館

16：00～17：00

TEL・FAX 892-3330
一輪車検定

16：30～17：30

19(金)

勤労感謝の日製作

16：00～17：30

時間

11月

14：00～17：00

真志喜公民館
8日(月)・22日(月)

野嵩1区公民館
11日(木)・25日(木)

真栄原公民館
17日(水)

我如古公民館
5日(金)

嘉数ハイツ公民館
10日(水)

普天間3区公民館
12日(金)・26日(金)

野嵩３区公民館
24日(水)

普天間1区公民館
19日(金)

※スケジュールが急きょ変更する場合があります。
予めご了承ください。

赤道児童センター

☎892-3397

健康相談(予約制)

受付時間

毎週火・水曜日
9：00～11：00
保健相談 (祝日を除く）
センター 毎週月・金曜日
13：00～15：00
(祝日を除く）

詳しくは市ホームぺージを
ご確認ください▶
保健相談センター ☎898-5583

毎月1日に発行していた「健康ぎの
わん21便り」は、9月号をもって終了
いたしました。今後は、SNSや市報等
で健康に関する情報を発信していき
ますので、お楽しみに！

8
9
3
4
4
1
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保健相談センター ☎898-5583

制服・式服お下がりプロジェクト

家の中に眠っている制服・式服は
ありませんか？それを地域の後輩た
ちに譲って頂けませんか？
子どもたちへ物を大切に使う心を
伝えると共に、子育て世帯の家計の
お助けになればと考えております。
・小・中学校制服
・小学校式服
・中学校指定ジャージ
・小・中学校体操着
『ゆずりたい』
『もらいたい』どちらも
お気軽にお問い合わせください！
※なお、お譲り頂く際には、洗濯、ま
たはクリーニングをしてからお持ちく
ださるようご協力をお願いします。
生活福祉課

市報

⁝申し込み先

嘉数公民館
4日(木)・18日(木)

9：00～11：00
乳児一般健診 20日(土)
13：00～14：50
4日(木)
1歳6カ月児
8日(月)
13：15～14：50
健診
18日(木)
24日(水)
2歳児歯科検診 11日(木) 13：15～15：00
10日(水)
3歳児健診
13：15～14：50
17日(水)
ふたば母子健康 2日(火)
9：30～10：30
相談
16日(火)
マンマン教室
29日(月) 13：30～
(離乳食教室)
のびっこ親子
時間等は、お問い
30日(火)
教室
合わせください。

⁝問合せ

宜野湾公民館
1(月)・15(月)・29(月)

受付時間

︵代表︶

移動児童館じゃんけんぽん

母子関係の健診・教室
(場所：保健相談センター)

「健康ぎのわん21便り」
終了のお知らせ

-

12(金)

11月健康カレンダー

新城児童センター ☎892-8888
長田児童館
☎892-3330

宜野湾市役所 ☎

18(木)～20(土)

折り紙教室

大山児童センター
☎890-0015
我如古児童センター ☎897-6767
大謝名児童センター ☎897-4117

募集・お知らせ

5(金)

宜野湾市放課後児童クラブ員（学童）募集

市内に在住し、小学校に就学している児童で、保護者の労働、疾
病等により、昼間家庭において適切な保護が受けられない児童
育成機関 小学校の下校時から18時まで（送迎なし）
但し、小学校の休業期間（夏、冬、春期）は8時30分〜18時まで
※平日のお迎えおよび学校休業日の送迎は原則として保護者での対応となり
ます。
※休館日（第2・第4土曜、日曜、祝日、慰霊の日、その他市長が認めた日）
定員 ・大山児童センター 22人
・新城児童センター 22人
・我如古児童センター 23人
・長田児童館 25人
・大謝名児童センター 25人
利用料 1人につき、月額5,000円
申込用紙配布期間 令和3年10/4（月）〜令和3年11/5（金）
時間 10：00〜12：00、13：00〜18：00
※日・祝日は除く（最終日は配布終了時間17：30まで）
※上記期間はこども企画課HPより書類のダウンロードができます。
申込用紙受付期間 令和3年10/11（月）〜令和3年11/5（金）
時間 10：00〜11：30、13：00〜17：30 ※日・祝日は除く
※受付時に印鑑を持参してください。
（シャチハタ等のスタンプ式は不可）
※希望の各児童センターで配布・受付します。郵送は不可。
※入所決定は先着順ではありません。
※受付期間を過ぎると、令和4年4月1日の入所対象にはなりません。
※申込者が定員を超えた場合、勤労や家庭状況により保育の必要性を勘案
し、選考を行います。
※民生委員等の証明に時間がかかる場合がありますので、余裕をもって、証
明書等の交付を受けてください。

健康・福祉

11 月 児 童 館 ガ イド

内線3682・3683
2021・10・11
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愛犬の 登録と狂犬病予防注射を受けさせましょう
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため延期していました狂犬病予防集合注
射について、10月から11月にかけて実施いたします。
※衆議院議員選挙の投票日にかち合う集合注射日程は、変更もしくは中止となります。
※新型コロナウイルス感染状況によっては、集合注射を中止する場合もあります。
変更の際は市ホームページ及びSNS等にてお知らせ致します。

令和３年度 狂犬病予防集合注射 日程表
1回目

10月24日
（日）
（日

実施場所

2回目

実施時間

中 原 区 公 民 館

午前

10月31日
（日）
（日

実施場所

実施時間

9：10～10：10

上 大 謝 名 公 民 館

10：30～11：30

大 謝 名 区 公 民 館

1：00～2：00

嘉数ハイツ公民館

宜 野 湾 区 公 民 館

2：20～3：20

嘉 数 区 公 民 館

1：50～2：50

長 田 区 公 民 館

3：40～4：40

真 栄 原 区 公 民 館

3：10～4：10

愛 知 区 公 民 館
我 如 古 区 公 民 館

3回目

実施場所

午後

11月7日（日
（日）

4回目

実施時間

野 嵩 1 区 公 民 館

午前

実施場所

午前

9：10～10：10
10：30～11：30

午後

1：00～1：30

11月14日
（日）
（日

実施時間

9：10～10：00

喜 友 名 区 公 民 館

野 嵩 2 区 公 民 館

10：15～10：45

伊 佐 区 公 民 館

野 嵩 3 区 公 民 館

11：00～11：30

※大山区旧公民館

1：00～1：50

真 志 喜 区 公 民 館

2：20～3：20

普天間2区公民館

2：10～2：40

宇 地 泊 区 公 民 館

3：40～4：40

普天間3区公民館

3：00～3：30

※新城区自治会仮事務所

3：50～4：40

普天間1区公民館

午後

注射手数料
￥3,400
（新規登録の方 ￥6,400）
●手数料内訳
予防注射手数料

￥2,850

注射済票手数料

￥550

登録手数料 ※新規登録のみ

￥3,000

●再交付手数料
犬の鑑札再交付

￥1,600

注射済票再交付

￥340

午前

9：10～10：10
10：30～11：30

午後

1：00～2：00

※大山区は旧公民館跡地で、
新城区は仮事務所で行います。
※各自治会の案内は右のQR
コードから確認できます。

集合注射でのお願い
・事故を防ぐため、犬を抑える事が出来る方が連れて来てください。
（噛み癖
のある犬は必ず「口輪」を装着して下さい）
・体調が悪い犬や注射を嫌がる傾向の犬は、動物病院での注射をお願いしま
す。獣医師に相談してください。
・犬の糞尿は飼い主が片付けてください。
（ビニール袋やちり紙などを持参
してください）
・注射前後2～3日は激しい運動やシャンプー等は控えるようにしてください。
・問診票（ハガキに記載）は事前に記入してください。

環境対策課からのお願い
・愛犬の「死亡・行方不明・住所変更・譲渡」等がある場合は、抹消手続または
変更手続が必要ですので、環境対策課環境指導係までご連絡ください。

※金額を確認してつり銭のないようご準備ください。

お問合せ：環境対策課
新型コロナウイルス

感染拡大防止対策のお願い
11
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環境指導係

☎︎893-4411
（内線

2612・2613）

・発熱や咳などの症状がある場合は、来場をご遠慮ください。
・咳エチケットを心がけてください。
（マスクを着用してください。）
・密を避けるため会場へはお一人で来場し、受付に並ばれる際には，一定の間隔をとるようにしてください。
・予防注射終了後は，速やかに会場から離れるようにし、帰宅後は手洗い、うがいを徹底するようにしてください。

Information

健康・福祉

令和３年秋季全国火災予防運動 期間 11月9日（火）～15日（月）
「おうち時間 家族で点検 火の始末」～2021年度全国統一防火標語～

火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、火災予防思想の一層の普及を図り、火災の発生を防止し、高齢者等を中心とす
る死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的として、毎年この時期に実施しています。

住宅防火

いのちを守る10のポイント

4つの習慣

6つの対策

設置しましたか？
設置は義務です！
予防課 ☎892-1850

・ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。
・住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。
・部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。
・消火器等を設置し、使い方を確認しておく。
・避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。
・防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策
を行う。

住宅用火災警報器

不動産合同公売が実施されます

沖縄県・市町村合同公売 （予定）
県税事務所と県内市町村が合同で、
下記日程で公売を実施する予定です。
公売の方法 期間入札
入札期間 10/27（水）〜10/29（金）
各日の10：00〜15：00まで
開札日 11/4（木） 10：30
公売場所 沖縄県中部合同庁舎
※詳細は沖縄県ホームページ（沖縄県
税務課）をご覧ください。
※宜野湾市からの出品はございません。
納税課 内線1961・1963

～令 和3年度は第3期が最 終申
出期間となります～

宜野湾市地域密着型サービス事業者の公募について

市では、高齢者が介護を必要とする状態になっても住み慣れた地域で安心して
暮らせるよう、
「第8期宜野湾市介護保険事業計画」に基づき、地域密着型サービ
ス事業所の開設を希望する事業者を公募しています。
公募対象の地域密着型サービス
看護小規模多機能型居宅介護 １カ所
認知症対応型共同生活介護（２ユニット） １カ所
地域密着型特定施設入居者生活介護 １カ所
公募要領の配布
配布期間 9/16(木)〜令和4/1/25(火)
配布方法 介護長寿課窓口または市HPからダウンロード
事前応募表明書の締切
提出期間 令和4/1/25(火)まで 提出先 介護長寿課
介護長寿課 内線4152

11月1日（月）は市県民税第3期の納期限です
税目
固定資産税
期別
5月 6日
第1期
8月 2日
第2期
第3期 12月27日
2月28日
第4期

市県民税

軽自動車税

6月30日
8月31日
11月 1日
1月31日

納付に関するご相談は

納税課

5月31日

納め忘れのないよう納期限内で
の納付をお願いします。
都合により納付できない場合は、
随時納税相談を受け付けておりま
すのでご連絡下さい。

内線1942〜1946

8
9
3
4
4
1
1

-

デジタル活用支援講習会 参加無料（総務省の補助事業です）

〜スマホの活用方法が学べる講習会 開催中〜
スマホの基本的な使い方から、様々な行政手続き方法まで。
デジタル初心者でも安心してスマホの活用方法を学べる講習
会です。専門の研修を受けた「デジタル活用支援員」が丁寧に
説明します。
開催中の講習会
・講座内容によっては、持参していただくものがあります。
が確認できます。
・ご契約中の携帯電話会社を問わずご参加いただけます。
※講習会では、商品やサービスを販売することはありません。
デジタル活用支援センター ☎03-5974-0129

︵代表︶
⁝問合せ
⁝申し込み先

市と県は普天間飛行場返還後のより
良いまちづくりを進めることを目的に、
学校用地（市）や道路用地（県）確保の
ため、普天間飛行場内の土地先行取得
を実施します。
市・県に売却した場合、譲渡所得に
ついて最高5,000万円までの特別控除
が受けられます。
（ただし、国税事務所
との協議により特別控除を受けられな
い場合もあります）
今年度も地権者の皆様へチラシを発
送いたしました。地権者の現住所が不
明の場合は発送を見送らせていただき
ましたので、チラシが必要な場合はま
ち未来課までご連絡下さい。
準備いただくもの
本人確認書類（免許証等）/土地賃借料
算定調書及び土地明細書（最新のもの）
受付期間 第3期 9/1（水）
〜10/29（金）
※不明な点などございましたら、まち未
来課までご相談ください。
※なお、新型コロナウイルス感染症対
策のため、まち未来課へお越しの際
は事前に電話連絡をお願いします。
まち未来課 内線5113・5114

71％（令和3年6月1日現在）

宜野湾市役所 ☎

軍用地の買取りについて

※当市の住宅用火災警報器設置率

募集・お知らせ

・寝たばこは、絶対にしない、させない。
・ストーブの周りに燃えやすいものを置か
ない。
・こんろを使うときは火のそばを離れない。
・コンセントはほこりを清掃し、不必要なプ
ラグは抜く。

訂正とお詫び

市報ぎのわん9月号の情報記事に誤りがありました。訂正しお詫び申し上げます。
P14 市民会館ガイド 第41回 宜野湾市文化祭 入場料
【誤り】 舞台部門：500円
【正】 舞台部門：無料
市報

2021・10・11
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宜野湾市防災行政無線放送を電話で確認できます。直通専用回線

ご芳志ありがとうございました

健康・福祉
募集・お知らせ

宜野湾市への寄附者
寄附
■株式会社 大設 様
伊佐在
30万円
育英会への寄附者
寄附
■宜野湾市管工事協同組合 様
伊佐在
10万円
市社会福祉協議会への寄附者
寄附
■宜野湾市管工事協同組合 様
伊佐在
10万円
コロナ対策支援金
■匿名 様
宜野湾市在
5万円
■（一社）字普天間郷友会 様
普天間在
20万円

日本年金機構からのお知らせ
～20歳の皆さまへ年金制度の
ご案内～

日本年金機構では、20歳になられた
皆さまへ国民年金の大切さやメリット、
手続き等をわかりやすく表現した動画
を作成し、ホームページへ掲載していま
す。
日本年金機構
HPはコチラ▶

換気設備等購入補助事業について

宜野湾市役所 ☎
-

8
9
3
4
4
1
1

︵代表︶

新型コロナウイルス感染症の影響を
受けている市内事業所において、市民
や観光客が安心して来店できる環境を
整備するために、市内の事業者が、換
気扇や換気機能付きエアコン等の高機
能な換気設備の導入を行う場合、その
経費の一部を、宜野湾市ふるさと応援
寄附金を活用し予算の範囲内で補助い
たします。
対象
宜野湾市内に店舗や事業所等を構える
中小・小規模事業者で「不特定多数の
客が来店する」業種・業態であるもの。
（主に、飲食業、
サービス業、小売業等）
受付 9/21（火）〜11/12（金）
※受付時間：月曜〜金曜 9:00〜17：15
宜野湾市商工会 ☎897-0111

⁝問合せ

市民図書館ガイド(11月)
☎８９７－４６４６
定例おはなし会

⁝申し込み先
13

2階 カルチャーホール
6
（土）
15：30～としょかんのおにいさん・
おねえさん
10
（水）
11：00～読み聞かせボランティア
13
（土）
14：00～おはなしの木の会
27
（土）
15：00～読み聞かせボランティア
市報
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☎ 896-2401

※通信料は自己負担となります。

国民年金保険料の納付が困難な方へ
保険料の免除・納付猶予制度のご案内

本人・世帯主・配偶者の前年所得（1月から6月分を申請する場合は前々年所得）
が一定額以下※1の場合や、失業した場合、もしくは新型コロナウイルス感染症の影
響により所得が減少した場合など、国民年金保険料を納めることが困難なときは、
ご本人の申請によって、保険料の納付猶予または全額、もしくは一部（4分の3、半
額、4分の1）が免除になる制度があります。
申請時点から2年１ヵ月前までの期間について申請できます。
未納のままにしておくと
①老齢基礎年金を将来受けられない場合があります。
②障害や死亡といった万が一のときに、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられ
ない場合があります。
免除が承認されると
① 老齢基礎年金を受給するための資格期間（10年）に算入されます。ただし、国民
年金保険料を全額納付した場合と比べて年金受給額が低額※2になります。
②障害年金・遺族年金の請求時には、納付と同じ扱い※3になります。
保険料の追納について
申請免除・納付猶予の期間は、10年以内であれば後から納付をすることができ
ます。ただし、免除等を受けた期間の翌年度から起算して３年度目以降は、当時の
保険料に一定の金額が加算されます。
※1 単身世帯の場合は67万円(令和2年度以前は57万円)
※2 納付猶予と学生納付特例の期間は、年金受給額には反映されません。
※3 一部免除については、減額された保険料を納付しない場合、未納と同じ扱い
になります。
その他 上記免除の他、学生納付特例制度もあります。
身分証及び学生証（あるいは在学証明書）をお持ちください。
市民課年金係 内線2763・2764

令和3年度

宜野湾市育英会奨学生募集（入学準備金

後期）

宜野湾市育英会では経済的理由によって修学困難な者に対し学資を貸与し､優
秀な人材を育成することを目的とし､奨学生を募集いたします。
応募資格
①本人又は、保護者が本市に3年以上（平成30年11月1日以前から住民登録がさ
れ）引き続き住所を有する者であること。
② 学業・操行ともに優秀（成績評定3.5以上）、健康であって学資の支弁が困難と
認められる者。
③ 学校教育法に定める大学(大学院及び短期大学を含む。通信制は除く。）又は、
同法に定める専修学校のうち修業年限2年以上の専門課程に入学予定の者。
貸与額（無利息） 30万円、40万円、50万円からの選択制
募集期間 11/1（月）から11/30（火）までに育英会事務局（教育委員会総務課）
へ提出（土・日・祝日を除く）
出願書類 募集要項は令和3年10月27日（水）より配布
（「宜野湾市育英会」で検索。出願書類のダウンロード可）
教育委員会総務課 ☎892-8280

保留地販売について

販売する保留地 佐真下第二土地区画整理事業地区内(２筆)
(1)12街区8画地 (2)12街区27画地
種別 (1)宅地 (2)宅地
面積 (1)420.82㎡（約127坪） (2)239.72㎡（約72坪）
予定単価（/㎡） (1)105,600円 (2)120,200円
予定価格（最低入札価格） (1)44,438,592円 (2)28,814,344円
販売方法 (1)競争入札 (2)競争入札
入札参加申込受付場所・期間
市役所別館3階 市街地整備課 11/5（金）〜11/19（金） （8：30〜17：00）
入札日時場所
12/13（月） 別館3階第一会議室
(1)14：00〜 (2)15：00〜
※申込みは、１画地（筆）につき、同一世帯１人または1法人に限ります。
※市ホームページにて保留地販売案内掲載中
市街地整備課 内線4731

市報に掲載された方で希望者には、写真を差し上げます。

地域づくり推進事業助成金

詳しくはコチラ▶
市民協働推進課

各種講座

内線2222

受講生募集

新型コロナウイルス感染症の影響による地域経済の低迷緩和を図ること等を目
的に、以下2つの事業を実施しております。是非ご活用ください！
クーポン券発行事業
市内取扱店舗において、
「ぎのわんだふるクーポン券」が利用できます。家計も助
かるクーポン券を利用して、市内のお店を応援しましょう！
※クーポン券の金額は世帯人数によって異なります
（5,000円分〜20,000円分）
・クーポン券が利用できる店舗：市報9月号折込の取扱店舗
一覧チラシまたは専用サイトにてご確認ください。
専用サイトは
こちら▲
キャッシュレス推進事業
市内のPayPay加盟 店のうち、対 象 店 舗として指定する加盟 店において、
「PayPay」でお支払いした方へ支払額の30％をポイント還元します。
※スーパー、コンビニ、一部のお店では、ポイント還元対象外となります。
・お買い物1回につき上限3,000円相当、期間上限12,000円相当
・キャンペーン対象店舗：PayPayアプリまたは専用サイトにてご確認ください。
利用期間 10月〜12月末（2事業ともに同じ利用期間となります）
クーポン＆キャッシュレス事業コールセンター ☎0120-036-370
担当：産業政策課

土砂災害特別警戒区域等指定の説明会の開催について

沖縄県中部土木事務所では、宜野湾市における土砂災害防止法に基づく土砂災
害特別警戒区域等の指定を計画しており、下記の日程で説明会を開催します。
いずれの日も同様の説明を行いますので、ご都合のよろしい日にご参加ください。ま
た、ご参加される際は、必ずマスクを着用するようにご協力よろしくお願いします。
指定地区 野嵩、普天間、新城、伊佐、大山、真志喜、大謝名、嘉数、我如古
志真志、長田、愛知、上原
日時 11/8(月) 19：00〜20：00、11/9(火) 19：00〜20：00
場所 宜野湾市役所多目的会議室（市役所庁舎正面玄関前）
内容 1.土砂災害と土砂災害防止法
2.土砂災害特別警戒区域等について
HPはコチラ▶
3.その他（区域【位置】の説明）
※開催延期の際は、下記ホームページ等にてお知らせさせて頂きますので、お手数
ですが、随時ご確認を頂きますようお願いいたします。
※詳細については、沖縄県中部土木事務所計画調査班ホームページ『土砂災害防
止法における住民説明会について』をご覧ください。
沖縄県中部土木事務所計画調査班 ☎894-6518

第6回ふくふく講座

受講生募集

8
9
3
4
4
1
1

-

オンライン（zoom）開催

宜野湾市役所 ☎

【〜被害者にも加害者にもならないために〜性暴力をなくすために私にもできる事】
11月の女性に対する暴力をなくす運動のテーマは「性暴力をなくそう」です。性暴
力は被害者と加害者だけの問題ではなく、誰でも防止するためにできることがあり
ます。多くの子ども達に「自分の体は自分のものだよ」とセクシュアリティ教育を通
して伝え続ける和田なほさんをお迎えして、ご家庭や職場、地域で性暴力について
自分にできる事を考え行動できるよう講座を開催します。
日時 11/25（木）19：00〜21：00（Zoom開催）
定員 40人（先着順）
対象 関心のある方
参加費 無料
講師 和田なほ（セクシュアリティ教育講師・相談士）
応募開始 10/25〜11/17 メールにて受付 Kikaku21@city.ginowan.okinawa.jp
件名(11月25日講座申し込み)、お名前、電話番号、メールアドレス（icloud以外のア
ドレス）を入力の上送信して下さい。
※ネット環境、パソコンやタブレット、
申し込み用QR▶
スマートフォンなどが必須になります。

⁝問合せ
⁝申し込み先

男女共同参画支援センターふくふく

︵代表︶

【ベーシックヨガ教室体験会】
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。
期間 10/21（木）10:00〜11:30
定員 15人
対象 20歳以上の方
受講料 500円
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】
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。
期間 11/4〜全10回 毎週木曜日
10:00〜11:30
定員 15人
対象 20歳以上の方
受講料 6,000円
（税込み・全10回分）
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 研修室他
受付 申込書と受講料を添えて体育館
窓口へ直接
【フリーマーケット出店者募集】
開催日 11/6（土） 9：00〜12：00
雨天中止
出店料 300円
申込 開催日前日までにお電話か窓口
にてお申込みください。
宜野湾市立体育館
（はごろもPMパートナーズ）
☎897-2751

ぎのわん元気再生！クーポン＆キャッシュレス推進事業開始の
お知らせ

募集・お知らせ

主体的に地域づくりを行う市民団体
等を育成・支援することを目的に、事業
に必要な経費（最大50万円）を助成し
ます。
対象 人材育成、地域文化振興、
まちづくり事業等
申込資格 市内で活動する2人以上の
団体
申込期間 10/29（金）17：00まで
※所定の助成金交付申請書を市民協
働推進課へ提出してください。

内線 2411 まで

健康・福祉

～皆様からの事業提案を募集し
ます！～

秘書広報課

☎896-1616

市報
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【市の人口（9月現在、カッコ内は先月比）】 人口100,180人
（-56） 男48,686人
（-33） 女51,494人
（-23） 世帯数 46,203 世帯（-26）

健康・福祉

海浜公園ガイド（11月）
☎８９７－２７５１
日付

イベント名

会場

仲原保育園運動会

多目的運動場

コロナウイルスワクチン
接種会場

体育館

老人クラブ
ペタンク競技大会

多目的運動場

6
（土）

世代交流会

多目的運動場

6
（土）

フリーマーケット

中央広場

17
（水）

市ゲートボール大会

多目的運動場

20
（土）

ぴっころ保育園
運動会

多目的運動場

21
（日）

ヤクルトわくわく大山
保育園 運動会

多目的運動場

21
（日）

宇地泊自治会
グラウンドゴルフ大会

多目的運動場

3
（水）
1
（月）
～
30
（火）
5
（金）

募集・お知らせ

※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

宜野湾市役所 ☎

女性一般(相談)
人材育成交流センターめぶき
家庭児童相談室

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 17：15～翌8：30
886-2900
ホットライン
土日祝日 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

8
9
3
4
4
1
1

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

︵代表︶

市民相談
市民相談

月～金 10：00～16：00
(12：00～13：00は除く)

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 市民生活課

⁝問合せ

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

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

⁝申し込み先
15

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

中央公民館講座 受講生募集

【働き盛りの疲れにくいカラダづくり】
主に体幹トレーニングを中心に行いま
す。セルフメンテナンス力をつけて毎日
の家事、育児、仕事の疲れをため込まな
いしなやかな身体を目指しましょう。
（運
動制限のある方はご遠慮ください）
日時 11/6・13・20・27 10：00〜11：30
場所 中央公民館 集会場
定員 10人（市内在住又は在勤の成人）
教材費 無料
講師 仲松 智美（健康福祉運動指導士）
【首里城の創建者・初代琉球王中山王 察度】
天女を母に持つ宜野湾で生まれた察
度王。その生涯を宜野湾市や浦添市に
残る伝説や伝承、察度王にまつわる文
化財の説明を交えながら、察度王生誕
700年の真実を解き明かします。
日時 11/8・15・22・29 10：00〜12：00
場所 中央公民館 展示室及び館外
定員 10人（市内在住又は在勤の成人）
教材費 無料
講師 下地 昭榮
（琉球史講師・文化財ガイド）
【認知症サポーター養成講座】
認知症ってどんなもの？高齢化社会
が進む中、認知症について正しく理解
し、地域で認知症の方やその家族を支
えていくにはどうしたらよいかを学びま
せんか。
日時 11/15（月） 15：00〜16：30
場所 中央公民館 3階 研修室（1）
定員 10人（市内在住又は在勤の成人）
教材費 無料
講師 沖縄県認知症キャラバンメイト
各講座申込み期間 10/10（日）
〜24（日）
9：00〜17：00
※休館日 毎週火曜日
※お電話、またはメール
にてお申込みください。
※申込み多数の場合は
詳しくはこちら▲︎
抽選となります。
生涯学習課

☎893-4436

博物館市民講座受講生募集！

野球を通して学んだこと
2010年、甲子園春夏連覇を成し遂げ
た興南高校のエースで、元福岡ソフトバ
ンクホークスの島袋洋奨氏（宜野湾市
出身）が、野球を通して学んだ様々なこ
とを子ども達にお話しします。
日時 11/28（日）14：00〜16：00
※開場 13：30〜
会場 真志喜公民館
講師 島袋 洋奨
（興南高等学校 野球部副部長）
定員 30人（先着順）
受講料 無料
申込期間 11/7（日）〜11/27（土）
※定員に達し次第、締切
受付時間 9：00〜17：00
HPはコチラ▶
市立博物館 ☎870-9317
（火曜・祝日は休館）

市民会館・中央公民館改修工事
のお知らせ

・市民会館大ホール
令和3年11月から令和4年3月まで
・中央公民館集会場
令和4年1月から令和4年3月まで
改修工事予定のためご利用できません。
ご迷惑をおかけしますがご理解・ご協
力をよろしくお願いいたします。
生涯学習課 ☎893-4433（市民
会館）
/☎893-4436
（中央公民館）

就職支援を行います

沖縄県キャリアセンターは、15歳から
概ね40代前半の方（就職氷河期世代含
む）の就職を支援している沖縄県の関
係機関です。
メニューは全て無料でご利
用いただけます。
（web相談も可）詳細は
QRコードからご覧ください。
HPはコチラ▶
沖縄県キャリアセンター
（9：00〜17：00/休館 土日祝）
☎098-866-5465

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
年間を通じて
自衛官候補生（男女） 18歳以上33歳未満
行っています。
陸上自衛隊高等工科
11月1日～
男子で中卒（見込）17歳未満
学校生徒（推薦）
12月3日
陸上自衛隊高等工科
11月1日～
男子で中卒（見込）17歳未満
学校生徒
（一般）
令和4年1月14日

自衛隊沖縄地方協力本部

試験日（1次）
受付時にお知らせ
します。
令和4年1月8日～11日
（いずれか1日）
令和4年1月22・23日
（いずれか1日）

☎866-5457

市報ぎのわん10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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