市報に掲載された方で希望者には、写真を差し上げます。

【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）

日付

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
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
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

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
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

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

・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。
市報
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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

【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

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

オンライン（zoom）開催

第6回ふくふく講座

受講生募集

8
9
3
4
4
1
1

【〜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。
男女共同参画支援センターふくふく

⁝申し込み先

⁝申し込み先
15

適応指導教室[若葉教室] 月～金 9：00～17：00 893-8859

☎893-4436

市民会館・中央公民館改修工事
のお知らせ

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。

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

⁝問合せ

⁝問合せ

消費生活相談

生涯学習課

市立博物館 ☎870-9317
（火曜・祝日は休館）

～皆様からの事業提案を募集し
ます！～

︵代表︶

︵代表︶

市民相談

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。

HPはコチラ▶

地域づくり推進事業助成金

-

8
9
3
4
4
1
1

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

宜野湾市役所 ☎

宜野湾市役所 ☎

女性一般(相談)

博物館市民講座受講生募集！

募集・お知らせ

イベント名

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

内線 2411 まで

健康・福祉

健康・福祉

海浜公園ガイド（11月）
☎８９７－２７５１

秘書広報課

☎896-1616

市報
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