
健康子育てマチイロ マイ広報誌

お問い合わせ／市民健康課（内線2246）

お問い合わせ／市民健康課（内線2245・2246）

お問い合わせ／市民課（内線3121）お問い合わせ／市民課（内線3128）

受けるチャンスを活かさないと
もったいない‼

あなたのご家族や身近な方で、未受診の方はいませんか？

★受診券の利用方法は2パターン★

新しい年を 健幸 に過ごすために、年に1回は健診を!!

集団健診で使う

個別(病院)健診で使う

受診券を使うとお得に健康診断を受けられますが、未使用の方が多いのが現状です。

　一人でも多くの方に受診券を利用していただくためあなたの大切なご家族や身近な方にぜひ、

お伝えください。

受診券が使える病院一覧は、受診券と同封されている健診ガイドをご確認ください。

２週間前までに予約された方には健診に必要なキット等を
事前にご自宅へ郵送します。★の日程は、追加日程です。
予約受付時間　午前8時30分～午後5時（平日）

「がん検診」の受診はお済みですか？

　新型コロナウイルスの感染予防等を理由に受診

を見送り、次の受診までの期間が空いた場合、早い

段階で発見できたはずのがんが、進行した状態で見つ

かる可能性が高くなります。

　がん検診は受診対象年齢や受診間隔が決められて

いるため、定期的に受診することがとても重要です。

まだの方は、早めの受診をお勧めします。

令和3年度がん検診等受診券

有効期限　3月31日（木）まで

受診方法　指定の医療機関（がん検診等受診券に掲載）
　　　　　または市の集団健診

　平日開庁時間内に市役所へ来庁できない方は、休日交付

または平日夜間交付をご利用ください

日　時　〔休日交付〕　1月9日（日）午前9時～11時30分

　　　　〔夜間交付〕　1月12日（水）・26日（水）

　　　　　　　　　　　　　　　 午後5時15分～6時45分

　　　　　　　　　　2月9日（水）午後5時15分～6時45分

場　所　市役所 １階 市民課

健康診断のご案内

マイナンバーカード休日・平日夜間交付

　デジタル手続法改正に伴うコンビニ交付システム（本庁の

キオスク端末を含む）のメンテナンスのため、次のとおり一

時休止いたします。

日　時　1月7日（金）午前6時30分～11日（火）午後11時

内　容　戸籍附票の交付サービス休止（その他は通常通り）

ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

コンビニ交付サービス 一部稼働休止

お し ら せ
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集団健診会場　
定 員
(予定) 集団健診日 集団健診会場　

定 員
(予定)
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2月
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3月

沖縄市役所

かりゆし園

かりゆし園

沖縄市武道館
【沖縄市体育館と同じ敷地内】

沖縄市武道館
【沖縄市体育館と同じ敷地内】

沖縄市武道館
【沖縄市体育館と同じ敷地内】

要予約

けん こう

18

5
7
1
号
（
2
0
2
2
年
1
月
発
行
）

広

報



沖縄市の｢今｣がわかる

WEBサイト・SNS 沖縄市 メルマガ

広告のご用命は、（有）サン印刷  TEL.098-889-3679（代表）まで

20分ワンコインで何でもお手伝いします！

沖縄市久保田1-19-6 ／フリーダイヤル 0120-849-134（お店コード19037）
9：00～18：00（土日祝も受付中）

まごころサポート  沖縄みやぎ店

20分 500円～の簡単サポート

●電球交換

お困りごと解決

専門的な作業

見守り

ご要望対応

教室開催

●窓ふき
●お買い物代行
●家具移動

プロのサポート

●家事代行
●終活準備

●ハウスクリーニング
●リフォーム

入会キャンペーン実施中!!

高齢者活躍人材確保育成事業   （公社）沖縄県シルバー人材センター連合　

(公社）沖縄市シルバー人材センター
TEL（０９８）９２９－１３６１

　60歳以上の方へお得な情報

1月4日～3月15日入会の方は
今年度の会費が無料！

令和４年度　償却資産の申告

　令和４年1月1日（賦課期日現在）時点で、沖縄市内に事業の用に供することができる

償却資産（土地及び家屋以外の資産）を所有している個人又は法人は申告が必要です。

　事業種目についても必ず記入してください。

　また、事業用として設置した太陽光発電設備も償却資産の対象となり、申告が必要です。

※他市町村に所在する償却資産については、資産の所在地での申告となります。

※控えが必要な方は、各自で申告書及び種類別明細書のコピーを取った後で提出してください。

申告していただく償却資産

・令和3年1月2日～令和4年1月1日までに増加（取得）及び減少（廃棄・移転等）した資産

・令和3年1月1日以前に取得し、現在も所有している資産

申告期間　１月４日（火）～31日（月）土日・祝日を除く　午前8時30分～午後5時15分※期限遵守

申告場所　資産税課

２．次に係る諸証明発行を代理人が申請

　 する場合は、委任状が必要となります

・所得（市県民税関係証明）：住民票が別

世帯の方は委任状が必要です。

・資産（資産税関係）：名義人本人からの委

任状が必要です。

お問い合わせ／
資産税課（内線2252・2253）

INFORMATION くらし 募集 講座 催し

お問い合わせ／介護保険課（内線2085・3145）

障害者控除に伴う認定書を交付します

　 令和4年度の確定申告等で税の所得控除が受けられる「障害者控除対象者認定書」を交付します。

　 対　象　者　満65歳以上で、身体の障害または認知症の状態が一定の基準に該当すると認定された方

● 認定書の発送に関して

　 窓口の混雑を避けるため、対象となる方には「障害者控除対象者認定書」を2月初旬に発送いたします。

　 発 送 対 象　令和3年度の介護保険料の所得段階が第4段階から第13段階までの方（令和3年度市県民税が課税

　　　　　　　 　 されている方）

● 窓口申請に関して

　 発送対象者以外の方で、確定申告等の際に必要な方は、1月4日以降に介護保険課で申請手続きをしてください。

　 必 要 書 類　申請者の身分証明書（運転免許証・健康保険証等）

　　　　　　　　　・本人や親族以外の方からの申請は、委任状が必要です。

　　　　　　　　　・申請書は、窓口配布のほか、市公式ホームページに掲載しています。

● 交付申請が不要な方

　 既に障害者手帳（身体・精神）や療育手帳の交付を受けている方

　 ＊手帳を提示することで障害者控除が受けられるため、申請不要です。

　所得税法や地方税法では、
障害者手帳（身体・精神）や療
育手帳などの交付を受けて
いない方でも「これに準ず
る者」として認 定 を 受 け た
場合には「障害者控除」とし
て所得税・住民税の所得控除
を受けることができます。

＜その他申告等＞

１．次の場合は、資産税課へ各種申告書の提出をお願いします

申告していただく内容 必要となる申告書

現在、所有している家屋を取り壊した場合

新築、増築された建物を登記していない場合

建物の用途を変更した場合

未登記家屋の売買、相続、贈与があった場合

固定資産の所有者が亡くなっており、相続手続きが完了していない場合

市外にお住まいの方で、納税管理等が困難な場合

滅失申告書

家屋申告書

家屋申告書

所有者変更願

相続代表者指定届

納税管理人指定届
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お問い合わせ／

環境課（内線2223～2226）お問い合わせ／沖縄労働局賃金室 TEL.098-868-3421

お問い合わせ／

コザ年金事務所　TEL.098-933-2267

市民課　国民年金担当（内線2133・2134）

年始のごみは、1月4日から
通常の収集を開始します

新聞業の最低賃金

種別　もやせるごみ、もやせないごみ、
　　　草木類、資源ごみ、有害ごみ

・ごみは、お住まいの地域の地域で、決められた
収集曜日の朝8時までに出してください。

・年始はごみの量が増えるため、収集時間が変動
する場合がありますのでご注意ください。

※粗大ごみの受付は、１月４日（火）から開始
します。

　沖縄県地域別最低賃金が時給額820円に改正されたところですが、この
度、特定の業種に適用される沖縄県特定（産業別）最低賃金も令和3年11
月12日から次のとおり改正されました。
○新聞業：時給額　853円

　詳しくは「沖縄労働局　最低賃金」で検索、またはお問い合わせください。

　総務大臣から委嘱された行政相談委員が相談
に応じます。国等の仕事（行政）についてのご
意見・ご要望等をお気軽にご相談ください。
日　時　1月19日（水）午後2時～4時
場　所　沖縄市福祉文化プラザ
対象者　市内在住の方
相談料　無料

お し ら せ

お問い合わせ／
総務省沖縄行政評価事務所
TEL.098-867-1100
行政苦情110番（全国統一番号） 
TEL.0570-090110
市民生活課（内線2212）

お問い合わせ／

沖縄市農業委員会事務局（内線2041）

ＪＡおきなわコザ支店　TEL.098-930-5500

ＪＡおきなわ美里支店　TEL.098-938-6450

行政相談会農業者年金で老後の生活をサポート

　老後の備えは「国民年金プラス農業者年金」が基本です。

3つの要件を満たせば、どなたでも加入できます

　1.  60歳未満
　2.  国民年金第1号被保険者
　3.  年間60日以上、農業に従事

　詳しくはお問い合わせください。

20歳になったら国民年金

　日本国内にお住いの20歳以上60歳未満の方は、国民年金への加入が法律で義務付けられています。

◆国民年金加入のお知らせ

　20歳になった方には、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金の加入と保険料のご案内（パンフレット）」、
「国民年金保険料納付書」等が届きます。
　別途送付される「年金手帳」は、保険料納付の確認や、将来年金を受け取る際に必要です。大切に保管して下さい。
※厚生年金保険に加入している方を除きます。
※20歳になった時に配偶者（厚生年金保険・共済組合等に加入している方）の扶養となっている方は、配偶者の勤務先に連絡し、

国民年金第3号被保険者の手続きをして下さい。　　　　　　

◆「老後のため」だけではなく、将来の大きな支えとなります

　国民年金は、65歳になったら受け取ることができる「老齢基礎年金」のほか、若くても
万が一の時には「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」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。

◆経済的に保険料の納付が難しいときは

　「免除・納付猶予制度」や「学生納付特例制度」があります。詳しくは市民課国民年金担当
へご相談ください。

≪相談受付中≫まずは、ご相談を！
　働き方改革推進支援センターでは生産性向上の取り組みを支援し、
無料でご相談に応じます。
沖縄働き方改革推進支援センター

TEL.0120-420-780・TEL.0120-420-781

農業者年金基金
ホームページ

ハ タ チ

国民年金制度の説明動画

・制度の内容や
 メリット
・保険料の納付方法　
・免除手続き

日本年金機構公式Twitter
もご覧ください

などを分かりやすくご案内して
います。ぜひ、ご覧ください。
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沖縄市の｢今｣がわかる

WEBサイト・SNS 沖縄市 メルマガ

INFORMATION くらし 募集 講座 催し

お問い合わせ／沖縄税務署　TEL.098-938-0031 お問い合わせ／国民健康保険課（内線2127）

お問い合わせ／介護保険課（内線3167）
お問い合わせ（申請）／

環境課（内線2223～2226）

「国民健康保険料支払済通知書

（ハガキ）」を送付します

　国民健康保険料支払済通知書とは、令和３年１月１日から

令和３年12月31日までに納付した国民健康保険料の納付額

をお知らせする通知書です。

　国民健康保険料の納付額は、確定申告や市・県民税の社会

保険料控除として申告ができます。参考資料としてご活用く

ださい。

発 送 時 期：１月下旬

発送対象者：普通徴収の方
　　　　　 （口座振替、納付書、アプリ決済で納付した方）

国税庁ホームページから確定申告が

できます（e-Tax）

　所得税・消費税・贈与税など確定申告書
の作成は、国税庁ホームページの「確定申
告書等作成コーナー」をご利用ください。

■タックスアンサーのご案内

　国税庁ホームページ「タックスアンサー」
では、よくある税の質問に対する一般的
な回答を調べることができます。確定
申告書作成の参考として、ぜひご利用
ください。

おむつ代の医療費控除事項証明書

　沖縄市で要介護認定を受けている寝たきりの方で、確定
申告に使用する「おむつ代の医療費控除事項証明書」を沖縄
市役所で発行できる場合があります。

対象者　おむつ代の医療費控除を申請するのが２年目以降
の方で、おむつを使用したその年に作成された主治医
意見書にて次の2点が確認できる方

　　　　・寝たきり度B1～C2

　　　　　　・尿失禁の発生可能性あり

※要介護認定の有効期間が13ヵ月以上の場合は、前年または
前々年に作成された主治医意見書を参照することも可能
です。

【注意】申請が初めての方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」
が必要となりますので、かかりつけ医にご相談ください。

生ごみ処理器機等補助制度

　生ごみ処理器機等を購入する方へ、補助金を交付しています。
※交付予定額に到達次第終了します。

補助金額　購入額の半額

処 理 機：上限30,000円
処理容器

（コンポスト）：上限 3,000円

処理菌等：上限 1,500円

申請方法

　販売指定店で商品を購入する前に、申請書及び見積書等を
環境課へ提出。
　販売指定店以外で商品を購入した場合や、購入後に申請
した場合は補助金の交付を受けることはできませんので
ご注意ください。詳しくはお問い合わせください。

　テ ロ の 未 然 防 止 のた

め、不審な人や不審物等を

みかけた際には、

迷わず警察

へ通報を！

お問い合わせ／
沖縄警察署
TEL.098-932-0110

テロ警戒強化中

改定時期　4月1日（金）

改 定 額

　〔現　行〕搬入車両1.8㎘まで300円 

　　　　　　　⇩

　〔改定後〕10㎏あたり4円

お問い合わせ／
倉浜衛生施設組合
業務第二課　
TEL.098-898-5582

一般廃棄物し尿処理
手数料の改定

確定申告書等
作成コーナー

タックスアンサー

国税庁公式LINE

詳しくは倉浜衛生施設
組合ホームページへ

令和3年11月
の消防活動状況

救急出場件数　624件
救急搬送人員　534人
火災出場件数　　1件
救助出場件数　　6件

お問い合わせ／
沖縄市消防本部 警防課
TEL.098-929-0900

～救急車の適正利用に
　　　　　　　ご協力をお願いします～

沖縄市
公式ホームページ

▶▶

21



広告のご用命は、（有）サン印刷　TEL.098-889-3679（代表）まで

健康子育てマイ広報誌マチイロ

お し ら せ

令和３年度　沖縄市営住宅入居募集（追加）

　令和３年10月の初回募集で応募が少なかった部屋等を対象に、追加募集を行います。
　初回の応募で落選した方や空室待ちの方も応募可能できます。　

※上記の市営住宅以外は募集を行いませんのでご了承ください。なお、募集部屋数に若干の変更が発生する場合があります。

（注１）空室待ち ： 現在は空室がないが、有効期限内に空室が発生するまで待っていただくこと。
　　　　　　　　応募者の中から抽選で順位を決め、空室が発生したときに上位者より入居資格審査のご案内をいたします。
　　　　　　　　 なお、有効期限内に空室が発生しないと入居できませんので、あらかじめご了承ください。

（注２）初回応募者数の次の順になります。

募集期間　１月17日（月） ～28日（金）
応募場所　市役所６階　沖縄市営住宅　指定管理者窓口

お問い合わせ／市役所６階  沖縄市営住宅  指定管理者  TEL.098-929-3117

お問い合わせ／沖縄県環境部 環境保全課 TEL.098-866-2236

有効期限 ： 令和4年4月1日～令和5年3月31日

住宅名

泡瀬
＊エレベーター有

１ＬＤＫ

２ＬＤＫ

３ＤＫ

２ＬＤＫ

１ＬＤＫ

２ＬＤＫ

３ＤＫ

３ＤＫ

高齢者住宅

一般住宅

一般住宅

多子住宅

２人～

２人～

２人～

２人～

２人～

４人～

５人～

４人～

空室待ち（注1）

２部屋

空室待ち（注1）

空室待ち（注1）

空室待ち（注1）

空室待ち（注1）

空室待ち（注1）

空室待ち（注1）

2（注2）

0

0

1（注2）

0

2（注2）

2（注2）

0

登川

久保田

室川
＊エレベーター有

間取り 住宅区分
入居世帯
可能人数

募集部屋数 初回応募者数

高齢者住宅

車椅子住宅
（下肢障害２級以上の方がいる世帯）

車椅子住宅
（下肢障害２級以上の方がいる世帯）

車椅子住宅
（下肢障害２級以上の方がいる世帯）

PM2.5　

　「PM2.5」は大気中に浮遊する非常に小さな粒子で、例年、冬季から春季にかけて濃
度が上昇する傾向がみられます。
　濃度が一時的に高くなった場合でも、直ちに健康への重大な影響があるというわけ
ではありませんが、子どもや高齢者、呼吸器系等に持病のある方等は、のどが痛くなる
などの症状がみられる場合もあります。
　外が白くぼやけている（煙霧等）場合には、マスクを着用したり、外出を控えたりす
るなど予防策をおとりください。 お問い合わせ／

防災課（内線 2047・2349）

防災行政無線

　防災行政無線が聞き取れなかっ
た場合は、電話（フリーダイヤル）
で確認することができます。ぜひ、
ご利用ください。

0 1 2 0 - 0 9 7 8 - 9 9
オ キ ナ ワ  キュウキュウ
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広告のご用命は、（有）サン印刷　TEL.098-889-3679（代表）まで

沖縄市の｢今｣がわかる

WEBサイト・SNS 沖縄市 メルマガ

沖縄市
公式ホームページ

INFORMATION くらし 募集 講座 催し

沖縄市海外姉妹都市大学・短期大学 留学助成金

『第６次沖縄市地域保健福祉(活動)計画』に対する
 パブリックコメント（意見募集）

　沖縄市の海外姉妹都市、米国ワシントン州レイクウッド市にある大学または短期大学へ留学する方に助成金を交付します。　

　沖縄市地域保健福祉計画は、高齢者や障がい者、児童の福祉などの分野別計画の上位計画として、地域福祉の方向性等を示す
計画です。
　現在の第５次沖縄市地域保健福祉計画が令和３年度で終了することから、令和４年度から５年間の第６次沖縄市地域保健福
祉(活動)計画の策定を進めています。
　第６次計画は、地域福祉推進の両輪となる沖縄市社会福祉協議会の地域福祉活動計画と一体的に策定いたします。
　つきましては、本計画の素案を公表し、計画に対する意見を募集いたしますので、皆さまのご意見をお寄せください。

① 本市に住所を有する方
② 本市に事務所または事業所を有する個人、法人、その他団体

③ 本市に通勤または通学する方
④ 本市に対して納税義務を有する方

※事前にお申し込みください。

　応募資格や申請に必要な書類など詳しくはお問い合わせいただくか、
市公式ホームページでご確認ください。

対　　象　帰国後、市の国際交流事業に協力してくださる沖縄市民の方
対 象 校　●ピアス短期大学
　　　　　●クローバーパークテクニカルカレッジ　
募集人員　2人
助成金額　月額6万円
助成期間　2年間
募集期間　1月11日(火)～2月28日(月)

日　　時　1月25日(火) 午後5時30分
場　　所　市役所 地下1階 入札室

お問い合わせ／ちゅいしぃじぃ課（内線 3183）

お問い合わせ／文化芸能課（内線 3553）

◆事前説明会　

意見を提出できる方

●所定の様式に意見を記入し、直接ご持参いただくか、郵送、FAX、電子メールのいずれかでご提出ください。
　※録音した音声での提出も可能です。
●所定の様式は、各公表場所で配布いたします。市公式ホームページからのダウンロードも可能です。

意見の提出方法

沖縄市役所 健康福祉部 ちゅいしぃじぃ課（市役所5階）　〒904-8501  沖縄市仲宗根町26番１号
FAX：098-939-7341　電子メール：chuisigia43@city.okinawa.lg.jp

提出先

1月13日(木)公表および意見の提出期限

① 健康福祉部 ちゅいしぃじぃ課（市役所5階）
② 市政情報センター（市役所2階）
③ 沖縄市社会福祉センター
④ 沖縄市福祉文化プラザ

⑤ 沖縄市老人福祉センター かりゆし園
⑥ 沖縄市老人福祉センター 寿楽園
⑦ 市公式ホームページ

公表資料

公表場所

第６次沖縄市地域保健福祉(活動)計画（素案）
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お し ら せ

お問い合わせ／エイサー会館
TEL.098-989-5066

お問い合わせ（申込）／
公益財団法人 沖縄市育英会事務局（沖縄市役所 地下１階）
TEL.098-938-5520

　エイサーの思い出

や青年会への応援、エ

イサーへの思いなど

を川柳(五・七・五)や

琉歌(八・八・八・六)に

のせて表現してみま

せんか。

　上位入賞者には賞

品があります。

① 学資貸与申込書(指定様式)

② 市県民税（課税）証明書

③ 固定資産公課証明

④ 戸籍謄本

⑤ 住民票抄本

⑥ 在学証明書

⑦ 学業成績証明書（最近のもの）

⑧ 推薦書（指定様式）

⑨ 健康診断書（３カ月以内）

⑩ その他育英会の指示する事項

　 （連帯保証人は保護者以外に１人必要）

※貸与生又は、保護者の市民税・固定資産税の合計額が30万円以上の納税者や

　他の奨学資金を受けている方は該当しません。

　詳細は、事務局へお問い合わせください。

募集期間　1月2日（日）～2月27日（日）

審査発表　3月中旬（予定）

令和3年度
エイサー川柳・
琉歌コンテスト 対　象　者　大学等入学後、経済的理由で修学困難な方

貸　与　額　県内大学等  月額（3万円・4万円・5万円）選択

　　　　　　県外大学等  月額（5万円・6万円・7万円）選択

申 込 期 間　4月4日(月)～28日(木) ※期間厳守

　　　　　   午前9時～午後4時 （金土日・祝日を除く）

令和4年度　学資貸与生募集（若干名）

場　 所　消防署（美里）　　定　 員　8人　　受講料　無料

　乳幼児・小児・成人に対する心肺蘇生、AEDの取扱い、止血、外傷

手当、異物除去、搬送法などを学びます。

お問い合わせ（申込）／沖縄市消防本部 警防課 TEL.098-929-0900

　成人に対する心肺蘇生、ＡＥＤの取扱

い、止血法などを学びます。

日　 時　①1月 ６日（木） 午後2時～5時

　　　　 ②1月13日（木） 午後2時～5時

　　　　 ③1月20日（木） 午後2時～5時

　　　　 ④1月22日（土） 午前9時～12時

　　　　 ⑤1月27日（木） 午後2時～5時

対象者　ｅ‐ラーニングweb講習を受講された方で

　　　　 普通救命講習Ⅰの内容を学びたい方

日　 時　1月11日（火） 午後2時～4時

場　 所　消防署（美里）

対象者　ｅ‐ラーニングweb講習を受講された方で

　　　　 普通救命講習Ⅲの内容を学びたい方

日　 時　1月18日（火） 午後2時～4時

日　 時　1月25日（火） 午後2時～5時

◆普通救命講習Ⅰ

　乳幼児・小児に対する心肺蘇生、ＡＥＤの取扱い、止血、異物除去

などを学びます。

◆普通救命講習Ⅲ

◆上級救命講習 （未定）

ｅ-ラーニング実技講習応急手当講習会

　心肺蘇生（主に成人を対象）実技、ＡＥＤ取扱い、異

物除去、止血などを学びます。

◆ｅ-ラーニング実技講習Ⅰ 

　心肺蘇生（主に小児・乳児・新生児を対象）実技、Ａ

ＥＤ取扱い、異物除去、止血などを学びます。

◆ｅ-ラーニング実技講習Ⅲ

【各講座共通】

応募方法など詳しくは、

エイサー会館ホームページをご覧ください。

申込書類
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沖縄市の｢今｣がわかる

WEBサイト・SNS 沖縄市 メルマガ

期　　間　1月15日（土）～3月19日（土）

　　　　　 毎週土曜日（予備日を含む）

時　　間　午後2時～4時

場　　所　沖縄市弓道場

対象・定員　成人20人　　　　　　　　　　　　　　

受 講 料　4,000円

申込期限　1月14日（金） ※定員に達し次第締切

INFORMATION くらし 募集 講座 催し

お問い合わせ(申込)／市民健康課 健康推進係
（内線 2242）

お問い合わせ（申込）／介護保険課（内線 3091）

　一緒に作ろう♪簡単ごはん☆

日　　程　①1月22日（土）　②2月19日（土）

時　　間　午前10時～12時

場　　所　沖縄市福祉文化プラザ

対　　象　市内在住の小学生

定　　員　各12人　

受 講 料　無料

持 ち 物　エプロン・ずきん・マスク・各自手拭きタオル・飲み物

申込期限　①1月12日（水) 午後3時　②2月2日（水）午後3時

キッズクッキング教室

お問い合わせ（申込）／沖縄市立郷土博物館
TEL.098-932-6882

　沖縄市には、いろいろな着物、織物があります。

　実際に触れて楽しみながら、糸や布について学んでみま

せんか？

日　　時　1月23日（日） 午後2時～4時

場　　所　沖縄市立郷土博物館

定　　員　20人（先着順・要予約）

申込方法　電話

申込期間　1月4日（火）～16日（日）

学芸員と語る沖縄市講座

「糸が紡いだ沖縄市」

お問い合わせ（申込）／市民健康課（内線 2241）

　ウォーキングの正しい姿勢と歩き方を学び、実際に歩い

てみます。

　「健康と生きがいのある元気なまちづくり」をテーマに

楽しく開催中！

日　　時　2月2日（水） 午前10時～12時

場　　所　コザ運動公園

　　　　　多目的運動場(体育館のとなり)

受 講 料　無料

対　　象　18歳以上の市民で、医師から運動制限を受け

　　　　　ていない方

定　　員　20人（先着順）

申込期限　1月31日（月）午後5時

　　　　　※定員に達し次第締切

初心者向けウォーキング教室

お問い合わせ（申込）／コザ運動公園総合受付
TEL.098-932-0777

コザ運動公園講座 お問い合わせ（申込）／沖縄市青少年センター
TEL.098-930-1336  沖縄市上地3-4-5

　食事や住宅など、私たちの生活にかかるお金について親子で

学ぼう♪

日　　時　1月29日(土) 午前10時～12時

場　　所　沖縄市青少年センター２階  研修室

対　　象　市内の小学１年生～６年生とその保護者

定　　員　15組（先着順）

参 加 費　1組100円(材料費)

申込方法　電話

申込期間　1月11日(火)～21日(金) 

申込時間　平日午前9時～午後5時15分

青少年センター
「キッズマネー教室」

　「認知症のせいだとわかっていても、つい怒ってしまう」

ということはありませんか？

　先の見えない認知症介護。その怒りの正体とは？怒りの感情

と上手に付き合うための方法を学びます。

講　　師　山内 洋勝 氏

　　　　　（認知症の人と家族の会  中部地区会  代表世話人）

日　　時　1月28日（金） 午後1時～3時

場　　所　沖縄市社会福祉センター 2階 会議室

定　　員　8人

申込期限　定員に達し次第終了

認知症の人と家族の会 講座

認知症介護における
怒りとの向き合い方

●第2回 初心者弓道教室

日　　時　毎週月曜日　午前9時30分～11時

　　　　　1月10日　カローリング／体育館 会議室

　　　　　1月17日　ボッチャ／陸上競技場 会議室

　　　　　1月24日　カローリング／武道場

　　　　　1月31日　ボッチャ／武道館

場　　所　コザ運動公園

参 加 料　1回1人100円（当日受付）

申込期限　随時募集

●がんじゅう教室

申し込み用
QRコード

つむ
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中古学生服の販売と買い取りを行っています。

学生服リユース

お問合せ
沖縄市美原１-１８-１

tel.090-6860-3755

子ども応援団笑びん

詳しくはLINEから

LINE 申し込み用
QR コード

お し ら せ

　音の鳴るピンポン球を、アイマスクをした状態で打ち合

う卓球のようなスポーツ「サウンドテーブルテニス」を体

験します。

　視覚障がいがある方も、ない方も一緒に楽しめる教室

です。

日　　時　1月30日（日）　午前10時～11時30分

場　　所　沖縄市社会福祉センター 2階 集会室

対　　象　次の1または2に該当する方

　　　　　1.市内在住の障がい者・児とそのご家族

　　　　　　（サポートの方）

　　　　　2.市内在住の一般の方（小学生以上）

　　　　　※高校生以下は、保護者同伴。

定　　員　先着15人

参 加 費　無料

お問い合わせ／コザ運動公園総合受付
TEL.098-932-0777

●しぜん五感ゲーム［ネイチャーゲーム］

　あそび＆SDGsエコアート

　あそびと学びをクリエイト、親子で発見！サウンドマップ

や森の色合わせ、たからさがしなどを行います。

主　催　アトリエほっちkiss

日　程　1月23日・（日）・2月27日（日）・3月27日（日）

　　　　毎月第4日曜日に開催（雨天延期）

時　間　午前10時～11時30分

定　員　親子10組（こども1人・保護者1人）

料　金　1組1,000円

申　込　當山 TEL.090-4114-0713

●親子あそび塾＆Kidsうんどう塾

　4～12歳は動作習得や運動能力を高める「ゴールデン

エイジ」。この時期に運動経験を積むことで、無限の可能性

を秘めたこども達のレベルアップにつながっていきます。

講　師　屋良 宣条 氏（成寿Life代表・宜野座陸上クラブ監督）

日　程　1月22日（土）・2月19日（土）・3月12日（土）

①親子あそび塾
　時　間　午前8時15分～9時15分

　定　員　親子20組（4～6歳のこども1人＋保護者1人）

　料　金　1組1回1,500円

②Kidsうんどう塾
　時　間　午前9時30分～10時30分

　定　員　20人（5～8歳）　　料　金　1人1回1,000円

　申　込　屋良 TEL.090-8917-2893

コザ運動公園講座

お問い合わせ（申込）／総合型スポーツクラブ サンビスカス沖縄
TEL.098-989-4695　FAX.098-989-4696　E-mail.sunbiscus@yahoo.co.jp

（1月1日～3日は休み）

●卓球交流会

日　時　①1月21日（金） ②2月4日（金）  午後2時～3時30分

場　所　沖縄市体育館

対　象　18歳以上　　定　員　先着16人

●親子ボール遊び教室

日　時　1月22日(土)　午後4時30分～6時

場　所　沖縄市武道館　剣道場

対　象　4歳～小学3年生の子と保護者　　定　員　先着12組

●バドミントン交流会

日　時　1月28日（金）　午後7時～8時30分

場　所　沖縄市体育館　　対　象　18歳以上

定　員　先着16人　＊ラケット貸出あり（無料）

●親子わくわく運動遊び教室

日　時　1月29日（土）　午後2時30分～4時

場　所　沖縄市武道館　剣道場      

対　象　4歳～小学3年生の子と保護者　　定　員　先着12組

スポーツ教室・交流会

【各共通】

【各共通】
持 ち 物　室内シューズ・飲み物

申込方法　電話・FAX・メール・LINE（電話は月～土 午前9時～午後7時）

場　　所　コザ運動公園内

申込期限　随時募集・空きがあれば当日参加可能

●沖縄市障がい者スポーツ教室

参 加 費　1人100円（保険料）
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WEBサイト・SNS 沖縄市 メルマガ

訓練期間：2022年4月5日（火）～9月28日（水）※6ヶ月間　【募集締切：2022年2月8日（火）】

4月開講 公共職業訓練受講者募集中
2022年

4月開講 公共職業訓練受講者募集中
2022年

86．7％
※令和2年度

実績

施設見学会　1／7（金）・14（金）・21（金）・28（金）・2/3（木）13時～
電話予約をお願いします（中止になる場合もありますので事前にHPでご確認ください） https://www.3.jeed.go.jp/okinawa/poly/

E-mail アドレス
QR コード

INFORMATION くらし 募集 催し講座

●ZUMBA（ズンバダンス）フィットネスサークル体験講座

　有酸素運動を取り入れたダンスのステップで、音楽に

合わせて基本動作を踊る、初心者でも楽しめる講座です。

講　　師　崎原 希美 氏（ZUMBAインストラクター）

期　　間　2月8日（火）・15日（火）・22日 (火)［全3回］

時　　間　午後7時30分～9時

定　　員　10人（申込多数の場合は抽選）

場　　所　沖縄市立中央公民館　研修室

申込期限　1月31日（月）

●ボイストレーニング初級講座

　発声やストレッチ、腹式呼吸、滑舌トレーニングなどを

行います。

講　　師　石川 真也 氏（ボイストレーナー）

期　　間　2月9日（水）～3月30日（水）  毎週水曜日

　　 　　　※2月23日を除く 全7回　   

時　　間　午前9時30分～11時30分

定　　員　15人（申込多数の場合は抽選・初めての方を優先）

場　　所　沖縄市立中央公民館 音楽室

申込期限　1月31日（月）

●身近にあるもので植物を美しく見せる講座

　実演を見て寄せ植えのノウハウを学びます。また、鉢に

ペイントを行います。

講　　師　平識 麻紀 氏（flower school die. farbe講師）

　　　　　池原 亜澄 氏（life & flower fleur店長）

日　　時　2月18日（金）・19日（土）午前10時～12時

　　　　　※両日同じ内容です。どちらかにお申し込みく

　　　　　　ださい。　   

定　　員　20人（申し込み多数の場合は抽選）

場　　所　沖縄市立中央公民館 研修室

材 料 費　各1,000円（公民館に事前支払い）

申込期限　1月31日（月）

　中央公民館が企画した様々な講座やサークルの作品展示のほか、地域の公民館で開催した「自治公民館講座」ご紹介♪

期　　間　1月25日（火）～28日（金）　　時　　間　午前9時～午後5時（最終日は午後3時30分まで）

場　　所　沖縄市役所  1階  市民ホール

 
 ～展示会場にて体験講座を開催～

●マクラメ編み体験

　マクラメ編みでタペストリーを作ります。

講　　師　野原 彩莉 氏（BEACHDAYS店長）

日　　時　1月25日（火）①午前10時～12時30分　②午後1時30分～4時

　　　　　1月26日（水）③午前10時～12時30分　④午後1時30分～4時

定　　員　16人（①～④は同じ内容です。どちらかにお申し込みください。）

場　　所　沖縄市役所  1階  市民ホール

材 料 費　各1,000円（公民館に事前支払い）

申込期限　1月13日（木）

お問い合わせ（申込）／
沖縄市立中央公民館
TEL.098-894-6129
FAX.098-939-0035
※1月1日～3日は休館

【各講座共通】

受 講 料　無料　　対　象　市内在住または在勤の方

申込方法　電話・FAX・メール

記載事項　件名「講座名」・氏名・住所・連絡先・年代・性別

中央公民館講座

令和3年度中央公民館展示発表会
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健康子育てマチイロ マイ広報誌

お し ら せ

　予想以上に取材が増えたことに

よって、いろいろな悩みが増えて

きました。1月からは、さらにイベ

ントが増えると思うので、年末年

始は食って飲んで体力をつけてが

んばります。悩みは増えても体重

だけは増えないようにします  （仲）

　昔よく食べに行った市中央に

あったニューヨークレストラン。そ

こを含めたコザが沖縄のステーキ

文化発祥の地と知ってびっくり。コ

ザんちゅとして、その文化を守らな

ければ。美味しいステーキを頻繁に

食べに行く理由ができました  （島）

　子どものころ、最後海の泡になる

悲劇だと思っていた人魚姫。大人の

私は、その海の泡から愛の女神

ヴィーナスが生まれることを知っ

た。当分、広報紙の一愛読者となり

ますが、深く広く知識をつけ戻って

きたい。それでは、またいつか　（木）

※広報おきなわ1月号に掲載の内容は、新型コロナウイルス感染症予防のため、変更・中止になる場合があります。予めご了承ください。

※広報おきなわの取材時には、マスク着用等の感染防止対策を行っており、写真撮影の際の短時間に限りマスクを外しております。

　カメラテストをして挑んだ取材。思う

ように撮影できず悔しかったので、今年

は技術と度胸を身につけたい          （奈）

　色々なご縁が繋がり、12月から広報お

きなわに携わる事に！新しい世界へチャ

レンジするときめきを感じる毎日    （莉）

編　集　後　記

｢ハイサイ沖縄シティ｣　FMコザ（76.1MHz）

毎週／月曜～金曜日  午前9時～9時10分

｢沖縄市だより｣　オキラジ（85.4MHz）

毎週／月曜～金曜日  午後2時50分～3時

ラジオ広報

　毎年1月17日の「防災とボランティアの日」、 1月15日か

ら21日までは「防災とボランティア週間」です。

　防災意識を高めるとともに、防災知識の普及と啓発のた

め、防災パネル展示やパンフレット配布などを行います。

日　時　1月17日（月）～21日（金）

　　　　※初日は午後1時より、最終日は午後3時まで

場　所　沖縄市役所 １階 市民ホール

防災展示会

お問い合わせ／防災課（内線2349・2047）

　3月5日（土）に、沖縄アリーナで沖縄市出身アーティスト

による音楽ライブを開催します！沖縄市民＆沖縄市に通勤

通学している方を対象に、チケットを先行販売中♪

受付期間　1月10日（月）まで

料　　金　4,000円（コザんちゅ先行割引）

※出演アーティストなど詳しくは、公式ホームページを
　ご覧ください。

KOZA DA PARTY 2022
チケット販売中

お問い合わせ／プロジェクト推進室（内線2440）

　道路は国民の共有資産であり、少しでも長く使えるよう

に、きめ細かい点検と修繕を行い、次世代へ引き継ぐ必要が

あります。

　老朽化対策が差し迫っている道路インフラの現状を広く

ご紹介します。

期　間　1月5日（水）～7日（金）

時　間　午前8時30分～午後5時15分

場　所　市役所  1階 市民ホール

「道路の老朽化対策」パネル展

お問い合わせ／道路課（内線2614）

日　　 時　1月30日（日）  午前10時～午後4時　＊雨天決行

場所・内容　●沖縄市農民研修センター 1階フロアー

　　　　    　豚熱・第一次産業についてのパネル展と映写会

　　　　 　 ●沖縄市農民研修センターふれあい広場

　　　　 　 　コルク銃的宛てゲームや福引

　　　　　　●JAおきなわ中部ファーマーズマーケット

　　　　　 　ちゃんぷるー市場　駐車場

　　　　 　 　キッチンカーが勢ぞろい！

主　　 催　沖縄市楽農市実行委員会

第2回  楽農市

お問い合わせ／農林水産課（内線3237）

　特別な資格や経験がなくても応募可能な求人企業が集ま

る就職説明・面接会。応募前の職場見学も可能です。

オンラインでも同時開催！あなたの状況にあった方法で

参加できます。

日　時　1月18日（火）午後1時～5時

場　所　沖縄コンベンションセンター（会議棟A）

対　象　すべての求職者

　　　　（一般求職者・令和4年3月卒予定学生）

※事前予約制

適職発見フェア
ハイブリッド合説  中南部のお仕事

お問い合わせ／
適職発見プロジェクト事務局

（株式会社 求人おきなわ）
TEL.098-860-8900
午前9時～午後6時（土日・祝日を除く）

　消防団への加入促進を目的として、消防団や防災救急に

ついて学べるイベントを開催します。

　楽しく防災を学べる紙芝居や防災かるた、AEDや消火

器の使い方などが体験できますので、ぜひご来場ください。

日　時　1月30日（日）　午後1時～4時

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）

　　　　1Ｆアライバルゲート前（屋外）

知っていますか？
みんなの街の消防団

お問い合わせ／消防総務課　
TEL.098-929-1192

詳しくは
ホームページへ
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