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（12月現在、カッコ内は先月比）】 人口100,317人
（+31） 男48,766人
（+9） 女51,551人
（+22） 世帯数 46,347 世帯（+47）

日付

会場

コロナウイルスワクチン
接種会場（予定）

体育館

1
（火）
～
28
（月）

横浜DeNAベイスターズ
春季キャンプ2022

アトムホーム
スタジアム
宜野湾

フリーマーケット

中央広場

グラウンドゴルフ大会

市立
グラウンド

5
（土）

募集・お知らせ

19
（土）

※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。

保護者向け講演会～親も知っ
ておきたい、今の就職活動～
日時

1/29（土）

13：30～15：00
開場 13：00～
場所 沖縄県立博物館・美術館 2F
定員 80人
参加費 無料
講師 松堂美和子氏
（キャリアデザイン研究所主宰）
対象 子どもが就職活動を控えている
保護者ならびに教職員等
申 問 沖縄県キャリアセンター
☎866-5465

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
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

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
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

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)

市報

月～金 9：30～17：00 893-5588

2022・1・11

その他、詳細につきましては下記まで
お問い合わせください。
問 児童家庭課

☎893-4643

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。
・講座内容によっては、持参していただくものがあります。
・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。
▲会場検索はコチラ
申 問 デジタル活用支援センター ☎03-5974-0129

問 生涯学習課

各種講座

☎893-4433

受講生募集

【鬼のぼうし作り】
日時 1/29（土） 13:30～14:30
定員 10人 参加費 200円（税込み）
内容 節分に使える鬼のつのの帽子を
つくります。
場所 宜野湾市立グラウンド会議室
受付 体育館窓口へ直接か電話
【バレンタインチョコボーリング】
日時 2/5（土） 10:00～
※雨天中止
定員 10人
対象 どなたでも 参加費 無料
場所 海浜公園中央広場
受付 当日先着順
【フリーマーケット出店者募集】
開催日 2/5（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。
問 宜野湾市立体育館
（はごろもＰＭパートナーズ）
☎897-2751

コザ高校定時・特別募集の案内

コザ高校定時の入学試験には、特別
募集制度があります。特別募集に出願
できるのは、勤労者（家事を含む）で満
20歳以上の方です。学力検査は行いま
せん。希望する方は1月中に出身中学校
へ申し出て志願書の作成等を依頼する
必要があります。詳細は下記までお問
い合わせください。
問 コザ高校定時 ☎937-3563

※ご利用には、保険会社等の控除証明書等の発行主体が
マイナポータル連携に対応していることが必要です。
問 沖縄税務署 ☎938-0031

詳しくは
コチラ▶

令和4年度学校体育施設（夜間）開放事業団体登録申請について

小・中学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で、市内に在住または市内
在学在勤の満20歳以上の人（10名以上）で構成する団体に開放しており、利用する
際は年間団体登録が必要となります。※登録者全員のスポーツ安全保険への加入
が必要となります。
学校体育施設（予定）
学校行事等による開放日の変更および天候により開放不可となる場合があります
→市内小・中学校体育館（月曜日～金曜日の20：00～22：00）
※普天間小は、校舎建て替え工事のため、令和4年度の利用はできません。
→市内小・中学校運動場（月曜日～金曜日の20：00～22：00）
※嘉数小、真志喜中、嘉数中、宜野湾中のみ利用可能。
→市内小・中学校武道場（月曜日～金曜日の20：00～22：00）
※普天間中、真志喜中のみ利用可能
利用制限種目について
・体育館 ハンドボール、
フットサルについては、以下の学校において利用可能です。
【普天間第二小、大山小、長田小、宜野湾小、普天間中、宜野湾中】
※ゴールポストは団体で持ち込み・持ち帰り（学校により貸出可能です）
・運動場 野球ができる照明設計になっていないため、野球での利用はできません。
施設使用料について（予定）
これまで電気使用料のみを徴収していましたが、令和4年度より以下の通り施設使
用料と併せて徴収する予定です。
（武道場は体育館の1/2額です）
体育館

1時間あたり

550円（電気使用料）+600円（施設使用料）

運動場

1時間あたり

2,100円（電気使用料+施設使用料）

申請期間 1/17（月）～2/18（金） 8：30～17：15
※登録申請書は、生涯学習課でのお受け取りまたは市ホームページからダウンロー
ドし、必要事項を記入後ご提出ください。※FAX不可
※3月に各団体で使用場所・使用日時に係る日程調整会議を行います。会議の日程
が決まり次第、生涯学習課窓口及び市ホームページにてお知らせいたします。
お知らせ
令和4年4月1日より、文化スポーツ振興のうちスポーツに関することは教育委員会
から市長部局へと移ります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
問 生涯学習課 ☎893-4435
市報
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9
3
4
4
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問

申

⁝申し込み先

⁝申し込み先

教育相談

地域職業相談

15

水 13：30～16：30
市民生活課
金 13：30～15：30

LIVE映像は
コチラから▶

～ 所得税の確定申告でe-Taxをご利用いただくメリット ～
・税務署に行かずに自宅から申告できます。
・生命保険料控除証明書等は、その記載内容を入力して送信することにより、
提出又は提示を省略することができます。
※法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることが
あります。
・自宅や税理士事務所からe-Taxで提出された還付申告は3週間程度で処理して
います。
※1月・2月に提出された場合は、2～3週間程度で処理しています。
・確定申告期間中は、24時間いつでも利用可能です。
確定申告×マイナポータル～申告書の自動入力が拡大します～
令和3年1月から、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーなどを利用
して申告書を作成する際、マイナポータルと連携することで、控除証明書等の情報
を一括取得し、該当の各控除欄に金額等を自動入力することができます（マイナ
ポータル連携）。
また、令和4年1月から、マイナポータルと連携することで一括取得、自動入力でき
る控除証明書等の対象が拡大します。
（令和4年1月からは「ふるさと納税」や「地
震保険料控除証明書」が新たに取得可能となります。）

⁝問合せ

⁝問合せ

申

無料法律相談

LIVE GINOWAN 2021＠STUDIO
の動画配信が、宜野湾市公式YouTube
チャンネルにて11月30日（火）よりスター
トしましたので、是非ご覧ください。
出演者
・あんの～ん ・ヒカリバンド ・Stepper
niceday ・明るい日陰 ・弱酸性ピエん
族 ・Noblechild ・Yuki ・THROUGH
THE DOOR・RYOKU ・ゆにおんズ
・立っている人と座っている人 ・真志喜
中学校軽音楽部
「LIVE GINOWAN」とは
アマチュアミュージシャン等に発表の
場を提供し、音楽芸術文化を発信する
ことを目的とした事業です。今年度は、
新型コロナウイルスの感染拡大防止の
観 点から、ライブ形式の開 催を断 念
し、全12組のスタジオパフォーマンスを
完全収録しました。

所得税・消費税・贈与税の申告は、e-Taxをご利用ください

︵代表︶

︵代表︶

問

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)

申し込み用
メールアドレス▶

「LIVE GINOWAN 2021 @
STUDIO」
公開スタート！

-
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9
3
4
4
1
1

受講生募集

宜野湾市役所 ☎

宜野湾市役所 ☎

相談案内 宜野湾市役所
☎８９３－４４１１

子育てには楽しい事も多くあります
が、悩むこともあるのではないでしょう
か。この講座では、子育てに関するヒン
トによって、子育ての仲間作りや相談し
やすい環境を整えていくことを目的と
します。日頃、子育てに奮闘中のお母さ
ん、お父さん、楽しく子育てをするため
に、どのような関わりができるのか、一
緒に方法を考えてみませんか。この機
会に、ぜひご参加ください。今年度は、
オンライン（ZOOM）での研修となり
ます。
講座日程 2/8・15・22 （各火曜日）
9：30～11：30
全3回
内容 子どもの力を引き出す関わり
方“エンパワメント”子育て中の「困っ
た！」をどうする？―子どもの気持ちに
注目してみよう。親が元気になる、自分
の良さ再発見！―自分を認めて自分を
大切にしていこう
講師 特定非営利活動法人おきなわＣ
ＡＰセンター ＣＡＰスペシャリスト
対象 宜野湾市在住の小学生までの
子育て中の方で、ご自宅でZOOM視
聴ができる方
※全3回の講座を受講できる方を優先
とさせていただきます。
定員 20人（定員に達し次第締切）
受講料 無料
申込方法
下記アドレスへメールでお申し込み頂
くか、お電話でお申し込みください。
≪必要記載事項≫
①お名前（ふりがな）②連絡先電話番
号③住所④お子様の人数・性別・年齢

中央公民館講座

【カラダが喜ぶバレンタインスイーツ】
（託児あり）
無添加で安心な材料を使って、大切
な人へ贈るスイーツを手 作りしません
か。簡単にできるグルテンフリーの米粉
マフィンや、おからとチョコのガトーショ
コラを素敵なラッピングで仕上げます。
日時 1/29・2/5 各土曜日 全2回
13：00～15：00
場所 中央公民館 2階 調理室
定員 10人（市内在住又は在勤の成人）
材料費 1500円
講師 手登根節子
【じのーん初！
初心者のための健康マージャン教室】
「健康づくり、生きがいづくり、友達
づくり」をスローガンに掲げ、認知症の
予防や脳トレとしても注目されている健
康マージャン。ゲーム本来の楽しさを初
歩から学びます。
日時 2/3～3/10 毎週木曜日 全6回
19：00～21：00
場所 市民会館 １階ロビー
定員 20人（市内在住又は在勤の方）
教材費 無料
講師 沖縄県健康マージャン連盟
【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 2/21（月） １回講座
15：00～16：30
場所 中央公民館 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
【申込方法】
申込期間
1/12（水）～20（木） 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抽 ▲詳細は
コチラ
選となります。
申 問 生涯学習課 ☎893-4436

募集・お知らせ

イベント名

1
（火）
～
28
（月）

子育て講座プログラム
受講生募集

内線 2411 まで

健康・福祉

健康・福祉

海浜公園ガイド（2月）
☎８９７－２７５１

秘書広報課
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