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
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日本年金機構では、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「20歳になったら国民年金」▶
問 市民課

内線2763・2764

第7回ふくふく講座

受講生募集
（女性就業支援全国展開事業）

働くママのキャリアデザイン講座～子育てしながら自分らしい働き方を考える～
毎日、子育てや家事に追われる中、自分のやりたい仕事ができていますか？子育
てをしながら仕事の経験を上手に積んでいく為に大切なポイントを学び、5年後10
年後のなりたい自分のキャリアデザインを一緒に考えましょう！
日時 2/22(火) 19:00～21:00
定員 40人（先着順） 参加費 無料
場所 男女共同参画支援センターふくふく
対象 関心のある女性（現在働いている方、就職を考えている方）
講師 山田理子（一般財団法人女性労働協会より派遣）
申込期間 1/21(金)～ ※無料託児希望の方は2/10(木)までに要申込み
申込方法 メールにて受付【Kikaku21@city.ginowan.okinawa.jp】
件名 【キャリアデザイン講座】
申し込み用
本文 氏名（ふりがな）・電話番号
メールアドレス▶
・メールアドレス（iCloud以外のアドレス）
・託児希望の有無 を入力の上送信してください。
※新型コロナ感染状況によりオンライン(Zoom)に変更になる可能性あり
問 男女共同参画支援センターふくふく ☎896-1616または896-1215

一般 廃棄物し尿処理手 数料が、現
行「搬入車両1.8㎘まで300円」から、
「10㎏あたり4円」へ改定いたします。
料金の改定について、ご理解とご協
力を宜しくお願いします。
詳しくは、右記QR
（倉浜衛生施設組合
のホームページ）を
ご確認ください。
問 倉浜衛生施設組合
☎898-5582

業務第二課

保護司の募集

中部南保護区保護司会では、保護司
になっていただける人を募集していま
す。保護司は、社会奉仕の精神をもって
活動し、過ちを犯した人たちの更生を
手伝うため、面談や就学・就労支援等
をしています。また、犯罪や非行の予防
のために「社会を明るくする運動」を実
施するなど幅広い活動をしています。こ
のような活動は、社会において犯罪・非
行の予防や立ち直りを支える力となっ
ています。
66歳以下で保護司の活動に興味が
ある人はご連絡ください。
問 中部南保護区保護司会 ☎879-6017

市民図書館ガイド(2月)
☎８９７－４６４６
定例おはなし会

2階 カルチャーホール
5(土)15：30～ としょかんのおにいさん・
おねえさん
9(水)11：00～ 読み聞かせボランティア
12(土)14：00～ おはなしの木の会
26(土)15：00～ 読み聞かせボランティア

行う団体に対し活動の振興を図るため、令和4年度の定期利用の登録を下記の日
程で受け付けております。

受付期間 1/17～2/28（火曜日・祝祭日は休館）
受付時間 9：00～17：00
登録の要件
①団体の構成人員が10人以上で、かつ、構成員の過半数が宜野湾市内に在住、在
勤または在学していること。
②団体の組織および活動のために代表者を置き、会則または規約等を備えていること。
③団体の代表者は、宜野湾市内に在住、在勤または在学していること。
④団体活動のための経理が明らかであること。
⑤市民に広く開かれた団体であること。
⑥活動の成果をボランティア活動などをとおして社会に還元できる団体であること。
⑦宜野湾市立中央公民館サークル連絡協議会（以下「協議会」という。）会則第3
条に基づき、協議会に加入できること。
⑧構成員の資質向上に努め、協議会および中央公民館が主催する行事に積極的に
参加できること。
⑨構成員から徴収した会費は、主たる活動費に充てること。
⑩講師や指導者への報酬は、原則無償とする。ただし、謝礼金を支払う場合は、公
民館が主催する講座の講師謝礼金の額に準ずるものとする。
⑪講師や指導者が自らサークルを主宰する場合は、金品その他活動に起因する対
価を得ることがないこと。
このような団体は登録できません
① 塾や民間教室(カルチャーセンター)のように、講師(先生･指導者)が中心となって
月謝をとり活動を進めている団体
②会員相互の親睦・交流だけが目的となっている団体
③自分が好きなことを学ぶだけで活動成果を社会に還元しない団体
登録後の留意点
①団体登録後でも、市主催・共催、社会教育関係団体による行事が優先となり、活
動を全て保障する登録制度ではありません。
②定期利用が認められた団体は、サークル連絡協議会への加入および、参画が義
務となっています。
詳しくは、中央公民館までお問い合わせください。
※集会場の空調機器に、経年劣化による不具合が見られ空調を提供できなくなる
場合がございますがご了承ください。
申 問 宜野湾市立中央公民館 ☎893-4436
市報
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問

申

⁝申し込み先

⁝申し込み先

市報

国民年金って何？
国民年金は、老後の暮らしをはじめ、病気やけがで障害が残ったときや一家の働
き手が亡くなったときに、社会全体で支え合うという目的で作られた制度です。老
後のための「老齢年金」のほか、若くても万が一の時には「障害年金」や「遺族年
金」が受け取れます。ただし、必要な手続きを行わず、保険料を未納のまま放置す
るとこれらの年金が受け取れなくなる場合がありますので注意しましょう。
加入の手続きは？
20歳になった方には、日本年金機構から国民年金（第1号被保険者）に加入した
ことをお知らせします。また、厚生年金加入者およびその被扶養者については勤務
先でのお手続きが必要です。※第1号被保験者→自営業者・学生・無職等
保険料を納めることが困難な場合は？
「学生納付特例」、
「申請免除」、
「納付猶予」の制度があります。
※前年度所得額が一定額以下等の要件があります。

令和4年度 宜野湾市立中央公民館定期利用団体（サークル）の
『一般廃棄物し尿処理手数料』 登録についてお知らせ
宜野湾市立中央公民館では、社会教育の一環として定期的かつ継続的に学習を
を4月1日より改定します

⁝問合せ

⁝問合せ
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20歳になったら国民年金

※都合により内容を変更する場合がご
ざいます。
問 消防本部総務課 ☎892-2299

令和4年1月中旬までに「就学通知書（ハガキ）」を送付します。1月21日（金）ま
でに就学通知書が届かない場合は、教育委員会 学務課へご連絡ください。
入学説明会の内容や終了時間等については、各学校へお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染状況により、各学校での受入れ対応（参加者、受付時間
など）に変更がある場合がございます。最新の情報は、各学校HPまたは直接学校
へ確認していただきますようお願いいたします。
問 学務課 ☎892－8283

︵代表︶

︵代表︶

申

・市民会館大ホール
令和3年11月～令和4年3月まで
・中央公民館集会場
令和4年1月～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。
※工事期間が変更になる場合がありま
すので、ご了承ください。
問 生涯学習課 ☎893-4433(市民会
館）/☎893-4436（中央公民館）

問 宜野湾市クーポン&キャッシュレス事業コールセンター
☎0120-036-370（平日のみ 8：30～17：15）
※コールセンターの対応は1月28日までとなります。

小学校新一年生
期日 1/28（金） 時間 15：00～（14：30受付開始）
場所 指定された各小学校
保護者のみ参加
中学校新一年生
期日 2/4（金） 時間 14：30～（14：00受付開始）
場所 指定された各中学校
保護者のみ参加
▲市HPはコチラ
※各小・中学校は、駐車場のスペースがございません。ご了承ください。

-

-

問

市民会館・中央公民館
改修工事のお知らせ

事業者
向けアンケート▶

中部地区にある6つの消防団が合同
でイベントを開催します。現役の消防
団員による防災に関するステージをは
じめ、消防服を着て撮影できるフォトス
ポットや消火器の取り扱いが学べる体
験コーナーなど、消防団の活動に関す
る様々な啓発イベントを実施します。是
非お越しください。
日時 1/30（日） 13：00～16：00
場所 イオンモール沖縄ライカム
1Ｆ グランドスクエア（屋内）
アライバルゲート前（屋外）
主催 公益財団法人 沖縄県消防協会

令和４年度市立小・中学校新一年生入学説明会のご案内

宜野湾市役所 ☎

宜野湾市役所 ☎
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所 得税・消費 税・贈与税の申告 書
は、国税庁ホームページの「確定申告
書等作成コーナー」から作成できます
ので、是非ご利用ください。
これまでパソコンで「確定申告書等
作成コーナー」を利用して、所得税の申
告書を作成し送信する際には、ICカー
ドリ－ダライタが必要でしたが、令和４
年１月からは、パソコンの画面に表示さ
れる二次元バーコードを対応スマート
フォンで読み取ることで、ICカードリー
ダライタがなくても、e-Tax送信が可能
となります。
また、給与 収 入がある方や年金収
入、副業等の雑所得がある方、特定口
座での株式等の譲渡所得等を申告さ
れる方などは、スマートフォン・タブレッ
トに最適化したデザインの画面で所得
税の申告書を作成いただけます。
是非、スマートフォンでe-Taxをご利
用ください。
問 沖縄税務署 ☎938-0031

令和3年10月1日から実施したクーポン&キャッシュレス推進事業は、令和3年12
月31日をもって終了いたしました。
多くの事業者の皆さまにご参加いただき、また、多くの市民の皆さまにご活用い
ただいたことで、宜野湾市の経済活性の一助を担う事が出来ました。
当事業へご協力・関わっていただいた全ての皆さまに御礼申し上げます。
皆さまのご感想やご意見をお伺いして、次の支援策に繋げるため1月31日（月）ま
でアンケートを実施しています。下記QRコードよりアンケートフォームにアクセスで
きますので、ご協力の程お願い致します。
※どちらも3～4分程度で終わります。

知っていますか？みんなの街
の消防団！

募集・お知らせ

募集・お知らせ

国税庁ホームページから
確定申告（e-Tax）

ぎのわん元気再生！クーポン&キャッシュレス推進事業
御礼とアンケートのお願い

利用者（市民）
向けアンケート▶

Information

※通信料は自己負担となります。

健康・福祉

健康・福祉

市育英会への寄附者
寄附
■浦添宜野湾電気工事業協同組合 様
浦添市在
7万6千円
■沖縄LIVE配信企画 様
宜野湾市在
10万円
市社会福祉協議会への寄附者
寄附
■村山 光一 様
新城在
5万円
■匿名
長田在
20万円
※新型コロナ支援への指定寄附
■匿名
那覇市在
5万円
※子どもの支援への指定寄附
アプリ募金
■ぎのわんにじいろ募金
沖銀スマートアプリ
10,904円
■輝け子ども夢希望募金
沖銀スマートアプリ
8,203円

☎ 896-2401
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