
混雑を緩和するため、自治会区ごとに指定日を設けています（自治会事務所では申告受付は行っておりません）。

指定日に申告できなかった方は、3月15日までに申告してください。

毎年、受付期限に近づくと大変混雑し、待ち時間が長くなりますので、申告はお早めにお願いいたします。

また、収入が給与や年金のみの方は、市・県民税申告の郵送受付を行っております。

※沖縄市役所では、確定申告の郵送受付は行っておりません。郵送受付については税務署へお問い合わせください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくは、市公式ホームページをご覧ください ▶▶▶

沖縄税務署の令和２年分の確定申告会場は、例年より早い２月1日より開設いたします。

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止および混雑緩和の観点などから、以下のとおり、ご理解とご協力をお願いいたします。

※「入場整理券」は、オープン前に1階正面玄関のグランドスクエア入口でのみ配付いたしま
す（その他の入口では、配付いたしません）。オープン後（10時以降）は、３階イオンホール入
口で配付いたします。

※混雑の状況に応じて、早めに受付を終了させていただく場合がありますので、ご了承ください。

※給与や年金収入以外（自営業等）の方は、２月２４日（水）～３月５日（金）の期間に申告をお願いします。

※申告期間中は、駐車場および周辺道路が大変混雑します。公共交通機関等のご利用にご協力ください。

※来庁の際は、インフルエンザ・新型コロナウイルス等感染防止対策のため、マスクの着用をお願いします。発熱や風邪の　

　諸症状・体調不良等のある場合は、来庁をお控えください。

くらし

くらし

令和３年度 市・県民税兼国民健康保険料申告

沖縄税務署から確定申告（国税庁ＨＰを利用した確定申告・早期来場）についてのお願い

お問い合わせ 市民税課　（内線 ３２５２～３２５５）

お問い合わせ 沖縄税務署 　TEL ０９８-９３８-０031

２月１６日(火)～３月１５日(月) 午前９時～午後４時

（土日・祝日除く） ※ただし、３月１４日(日)は申告受付を行います。
市役所 １階 市民ロビー

受付期間

受付場所

お知らせ沖縄市公式サイト https://www.city.okinawa.okinawa.jp

国税庁ＨＰを利用した確定申告についてのお願い

早期来場についてのお願い

多くの方が訪れる確定申告会場へ出向かず、自宅から国税庁ホームページ〔https://www.nta.go.jp〕を利用した確定

申告書の提出「電子申告（e-Tax）または郵送（沖縄税務署宛）」をお願いいたします。

確定申告会場での申告相談を予定されている方は、例年より長時間お待ちいただく場合がありますので、早期（2月1日

～2 月15 日）の来場をお願いいたします。

確定申告
会 場

開設期間

受付時間

イオンモール沖縄ライカム（3階 イオンホール）

北中城村字ライカム1番地 ※ご来場の際は、マスクの着用をお願いします。

午前10時～ 午後4時

2月1日（月）～3月15日（月） 土日・祝日を除く

確定申告

スマホで申告は
こちら↓

受 付 日

2月17日（水）

2月18日（木）

2月19日（金）

2月22日（月）

2月24日（水）

2月25日（木）

2月26日（金）

受 付 日

3月1日（月）

3月2日（火）

3月3日（水）

3月4日（木）

3月5日（金）

3月8日（月）

3月9日（火）

 3月10日（水）

自 治 会

胡屋・城前

諸見里・久保田・東桃原

比屋根・園田

宮里・明道

南桃原・泡瀬第一

泡瀬・八重島

古謝・嘉間良・泡瀬第二・海邦町

自 治 会

山内・山里・東

大里・与儀・中の町

松本・室川・住吉・照屋

美里・吉原

知花・センター・泡瀬第三

安慶田・池原・基地内

高原

登川・越来

22広報 No.560  2021.2.1



令和２年４月分から令和３年３月分までの国民年金保険料は月額16,540円です。

納付期限までに未納の場合、日本年金機構より早期に納めていただくよう納付の案内が届きます。

保険料を未納のままにすると、将来受け取る年金が減額されるだけでなく、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金な

どの年金が受け取れないこともあります。納め忘れがないか、今一度ご確認をお願いします。

例年3月～4月は、異動手続等により、市役所の窓口が大変混雑します。

新型コロナウイルス感染予防のため、不急の来庁は控え、できる限り市民課窓口に来庁せずに行える手続き（コンビニ交付

サービス、証明書の郵送請求、郵送による転出届等）や、来庁する時期をずらすなど、窓口の混雑緩和にご協力をお願いします。

来庁の際は、マスクの着用など、感染拡大防止へのご協力をお願いいたします。体調がすぐれない場合は、来庁を控えてください。

※手続きによっては、２～３時間、お待ちいただく場合があります。

国民年金保険料は納付期限までに納めましょう

お問い合わせ（申込）

コザ年金事務所　TEL ０９８-９３３-２２６７　    市民課 国民年金担当　（内線２１３３・２１３４）

お問い合わせ 市民課　（内線 ３１２１）

くらし

くらし

マイナンバーカード（利用者電子証明書つき）を利用して、全国のコンビニ等で各種証明書（住民票の写し、印鑑登録証明

書、戸籍の全部（個人）事項証明書、戸籍の附票の写し、所得証明書、所得課税証明書）が取得できます。

コンビニ交付サービス

日本年金機構から送付される納付書で金融機関や郵便局、コンビニエンスストアなどで支払うほか、クレジット

カードによる納付やインターネット等を利用した電子納付があります。

また、納め忘れの心配がない便利な口座振替には、毎月の納付を１カ月前倒で支払う（当月分保険料を当月末

に納付する）早割制度、まとめて前払いする前納制度など、保険料が割引されるお得な制度があります。

納付方法

◆経済的な理由などで保険料の納付が困難な場合は、保険料の納付が免除または猶予される制度がありますのでお問い合

　わせください。

≪口座振替の申込期限≫

現在お持ちの「ハイビスカスカード」は、証明書自動交付機サービス終了後も「印鑑登録証」として使用します。

窓口での印鑑登録証明書の発行や登録印の変更手続きに必要となりますので、大切にお持ちください。

◆証明書自動交付機の設置は、令和3年11月30日をもって終了します

午前8時30分～午後5時15分（土日・祝日を除く）市民課窓口受付時間

午前6時30分～午後11時（12月29日～1月3日、メンテナンス日(不定期)を除く）利用可能時間

お知らせ 沖縄市役所　TEL 098-939-1212

市民課窓口繁忙期におけるご協力のお願い

毎月(当月末振替）早割

６カ月前納

１年前納

２年前納

毎　月　分

令和3年4月～令和3年9月分

令和3年4月～令和4年3月分

令和3年4月～令和5年3月分

随　時

令和3年2月末まで

令和3年2月末まで

令和3年2月末まで
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生後91日以上の犬は、登録（終生1回）と毎年1回の狂犬病予防注射が法律で義務付けられています。登録等を行った場合

は鑑札、注射済票を首輪等に装着してください。

狂犬病予防注射をまだ受けさせていない方は、2021年3月1日までに、動物病院にて受けさせていただくようお願いいた

します。（2020年度の狂犬病予防注射期間は2021年3月1日までです。）

沖縄県獣医師会に加盟する協力病院では、犬の登録、狂犬病予防注射済票交付手続きが行えます。注射料金、診察料、診察

時間等は、病院により異なりますので、病院内での密集をさけるためにも、事前に病院へお問い合わせの上、受診してください。

すでに狂犬病予防注射を受け、2020年度注射済票（赤色で骨型の札）の交付を受けていない方は、動物病院からの狂犬病

予防注射済証と注射済交付手数料550円を持参のうえ環境課窓口までお越しください。

近年、全国的に増加している所有者不明土地等に係る固定
資産税の課税上の課題に対応するために、令和2年度の地方
税法改正に伴い、次のとおり沖縄市税条例が改正されました。

※６０歳以上６５歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、また
　はＨＩＶにより免疫の機能に重度の障害がある方（身体障
　害者手帳1級程度の方）も対象となります。

※注意：これまでに肺炎球菌予防接種(２３価)を受けたこと
　　　  がある方は、公費接種の対象となりません。

飼い犬の登録と狂犬病予防注射

くらし くらし

くらし

お知らせ沖縄市公式サイト https://www.city.okinawa.okinawa.jp

固定資産税の制度改正 令和３年３月３１日まで！
高齢者の肺炎球菌予防接種

お問い合わせ 環境課　（内線 ２２２２）

沖縄市の協力病院名

ペットメディカルセンター・エイル

ｔａｍａ動物病院

中部動物医療センター

美里動物病院

ながみねどうぶつクリニック

ホサナ動物病院

北谷動物医療センター

フレンズ動物病院

くどう動物病院

アネシスペットクリニック

ライカムペットクリニック

牧港ペットクリニック

電話番号

098-930-2222

098-937-3737

098-938-5480

098-988-7878

098-979-0001

098-964-5837

098-921-7211

098-926-2033

098-888-3514

098-896-1711

098-923-1222

098-879-1125

住　　所

沖縄市比屋根2-2-1

沖縄市古謝津嘉山町1-8

沖縄市松本5-19-2

うるま市江洲457-1 メイオウビル2階 201号室

うるま市前原308-4

うるま市石川東恩納66-2 1F

北谷町桑江86-2

北谷町北前1-11-12

南風原町字兼城587-2

宜野湾市野嵩1-50-5

北中城村字ﾗｲｶﾑ1番地 ｲｵﾝﾓｰﾙ沖縄ﾗｲｶﾑ 1F ﾍﾟﾃﾓ内

浦添市牧港2-49-1

市内に所在する土地・家屋について、所有者（納税義務
者）が施行日（令和2年12月28日）以後に亡くなられた場
合、相続登記されるまでの間、その土地・家屋を現に所有し
ている者（相続人等）は、住所・氏名など必要な事項につい
ての申告が必要になりました。
※正当な理由なく申告しない場合、10万円以下の過料が  
　科されることがあります。
※申告制度および申告書類などの詳細は、市公式ホームページ
　でご確認いただくか、資産税課までお問い合わせください。

固定資産を使用している者がいるにもかかわらず、所有
者が正常に登記されていない等の理由で、市が調査（戸籍
等の公簿上の調査、関係者への質問等）を尽くしても、な
お、所有者が一人も特定できない場合に、事前に使用者に
対して通知がなされた上で、使用者が所有者とみなされ、
固定資産税が課されることになりました。

なお、本制度は令和３年度分の固定資産税から適用とな
ります。

１．所有者が死亡した際の現に所有している者
  （相続人等）の申告の義務化

２．使用者を所有者とみなす制度

令和３年３月３１日（水）まで
無料
指定医療機関（詳細はお問い合わせください）

実施期間
接種料金
実施場所

お問い合わせ

こども相談・健康課 予防係　（内線 ２２３２・２２３３）お問い合わせ 資産税課　（内線 ２２５３）

令和２年度対象となる方の生年月日

昭和30年4月2日～昭和31年4月1日生まれ

昭和25年4月2日～昭和26年4月1日生まれ

昭和20年4月2日～昭和21年4月1日生まれ

昭和15年4月2日～昭和16年4月1日生まれ

昭和10年4月2日～昭和11年4月1日生まれ

昭和  5年4月2日～昭和  6年4月1日生まれ

大正14年4月2日～大正15年4月1日生まれ

 大正  9年4月2日～大正10年4月1日生まれ

防災行政無線          

接種回数 １回のみ
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お知らせ 沖縄市役所　TEL 098-939-1212

くらし

マイナンバーカードの
休日交付を行います

Ｊアラートを用いて全国一斉
情報伝達試験を実施します

「緑の募金」運動

平日に市役所へ来庁できない方は、休

日交付をご利用ください。

Ｊアラート（全国瞬時警報システム）と

は、地震や津波、武力攻撃などの緊急情

報を、国から人工衛星などを通じて瞬時

にお伝えするシステムです。

毎年２月１日から４月30日までは「緑の

募金」運動実施期間です。

この募金は、学校・公園・街路等の植樹

および苗の無料配布・講習会などに活用

されます。

コロナ禍という厳しい状況ではありま

すが、地球温暖化防止のため、花と緑の

美ら島のため、「緑の募金」へのご協力を

お願いいたします。

・未使用品で、リース契約でないこと

・自ら居住する住宅に対象設備を設置して

いること（①は電力会社と電力の需給を

開始していること）

・令和２年４月１日以降に設置していること

・同一の住宅で当該補助金の交付を受け

ていないこと

２月１３日(土)
午前９時～１１時３０分
３月１４日(日)
午前９時～１１時３０分
市役所 １階 市民課

日 時

場 所

２月１日(月)～４月30日(金)実施期間

２月１７日(水)
午前11時頃
市内全域

（市内に設置の防災行政無線         
　を用います）

日 時

場 所

お問い合わせ
市民課　（内線 ３１２８）

お問い合わせ
農林水産課　（内線 ３２３２）

お問い合わせ（申請）
環境課　（内線 ２２２７）

お問い合わせ
防災課　（内線２３４９・２０４７）

お問い合わせ
建築・公園課　（内線 ２６５９・２６６２）

放送内容
チャイム音＋「これは、Ｊアラートの

テストです（３回繰り返し）」＋「こちら

は、ぼうさい おきなわしやくしょで

す」＋チャイム音

農業振興地域整備計画全体
見直しに係る農用地区域の変更

（編入・除外）申出の受付

ゆいワーク 福利厚生制度

ちゅうぶ司法書士
総合相談センター（沖縄市）

無料労働相談会in沖縄市
（ＢＣコザ）

令和２年度 住宅用太陽光・
省エネ設備設置補助金

本市では、市内農業振興地域について、

おおむね５年毎の整備計画に関する基礎

調査として、農用地等の面積、土地利用、

その他事項に関する現況および将来の見

通しについての調査を行っており、本市農

業振興地域内の土地利用の変更（農用地

区域への編入及び農用地区域からの除

外）についての申出を受付いたします。

２月８日(月)～３月１９日(金) 
（土日・祝日を除く）
午前８時30分～午後５時15分
農林水産課
農業振興地域内の土地
対象地の地権者
変更希望申出書、当該土地の
登記簿謄本の写し、印鑑証明
書、変更後の利用計画書等
※変更希望申出書は、農林
　水産課で配布するほか、
　市公式ホームページか
　らもダウンロードできます。

受付期間

受付場所
対象地
申出者
提出書類

市内に住所を有する個人で
市税等の滞納がなく、市の
求める報告に協力できる方
①太陽光発電システム
②【新設】CO2 冷媒ヒート 
　ポンプ給湯器（通称エコ
　キュート）令和２年度から
　新たに補助対象として追
　加されています。
※①②それぞれで申請可。

対 象

対象設備

①１件 ５万円  ②１件 ３万円
※先着順
申請書と必要書類を直接
提出（審査あり）
３月31日(水)

補助金額

申請方法

申請期限

ゆいワークでは、中小企業などで働く

方々へ福利厚生制度を提供しています。

月々ひとり1,000円の負担で、結婚・

勤続等祝金の給付事業、人間ドックや各

種余暇活動への助成等、豊富なメニュー・

地域密着型のサービスを利用すること

ができます。

ぜひ、ご利用ください。

沖縄県女性就業・労働相談センターに

よる出張労働相談会です。

働くうえでの悩みや雇用についての困

りごとなどを、労働者・雇用主双方の立

場で社会保険労務士が解決に向けて情

報提供・アドバイスをします。

相談は無料です。お気軽にご相談くだ

さい。

※相談時はマスク着用をお願いします

毎月第２金曜日に無料司法書士相談

会を実施します。 ※要予約

お問い合わせ
公益財団法人 沖縄中部勤労者
福祉サービスセンター（ゆいワーク）
TEL ０９８-９２９-４００１

２月3日・10日・17日・24日
（毎週水曜日）
午前10時～午後４時
ＢＣコザ
（沖縄市雇用促進等施設）３階
労働問題でお困りの労働者

（家族・同僚・知人）、雇用主

日 時

場 所

対 象

登記・相続・多重債務・法律
相談等
２月１２日（金）
午後２時～４時（1人３０分）
市役所 地下２階
契約管財課会議室

相談内容

日 時

場 所

お問い合わせ
沖縄県女性就業・労働センター
TEL ０９８-９４１-４７５０
企業誘致課　（内線 ３２４６）

お問い合わせ（予約）
沖縄県司法書士会
TEL ０９８-８６７-３５７７
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特定防衛施設周辺整備調整交付金活用

美里なかばる公園

令和３年 春季全国火災予防運動
期間 ３月１日（月）～７日（日）

本市では、美里なかばる地区におい
て、地域住民の催し事や交流の場として
活用できる環境整備として、特定防衛施
設周辺整備調整交付金を活用し、公園整
備を行いました。

今後も地域住民に満足してもらえる公
園整備に取り組んでまいります。

建物火災の死者に占める住宅火災の死者の割合は、８７．３％（令和２年１月～３月）
となっています。

住宅火災の早期発見には、住宅用火災警報器の設置が有効です。
設置場所は、就寝中の逃げ遅れを防ぐため、寝室および１階を除く寝室がある階

の階段となっています。

「住宅用火災警報器」を設置しましょう。

2020年度 全国統一防火標語

「その火事を 防ぐあなたに 金メダル」

救急出場件数：
救急搬送人員：
火災出場件数：
救助出場件数：

６２５件
５１７人
2件
3件

救急車の
適正利用に
ご協力を

お願いします

令和２年１2月の消防活動状況

お問い合わせ
沖縄市消防本部 警防課
TEL ０９８-９２９-０９００

募集

沖縄市環境基本計画（案）に関する
パブリックコメント（意見募集）

沖縄市では、より良い環境の実現を目指して、沖縄市環境基本計画の策定に取り
組んでいます。この度、「沖縄市環境基本計画（案）」を作成しましたので、市民の皆
さまからのご意見をいただくため、パブリックコメント（意見募集）を実施いたします。

所定の様式にご意見を記入し、直接ご持参いただくか、郵送またはＦＡＸ、電子
メールのいずれかでご提出ください。

様式は、公表場所にて配布しています。市公式ホームページからもダウンロード
できます。

(1)本市に住所を有する方
(2)本市に事務所又は事業所を有する個人、法人その他団体
(3)本市に通勤又は通学する方
(4)本市に対して納税義務を有する方
沖縄市環境基本計画（案）
(1)環境課（市役所 地下2階）　(2)市公式ホームページ
(3)市政情報センター

応募資格

公表資料
公表場所

〒904-8501 沖縄市仲宗根町26番1号
沖縄市役所 市民部 環境課
FAX ０９８-９３４-０６０９
電子メール kankyoukeikaku@city.okinawa.lg.jp

提 出 先

公表及び意見等の提出期限 ２月22日(月) ※必着

意見の提出方法

お問い合わせ

環境課　（内線 ２２２７）

お問い合わせ 消防本部 予防課

ＴＥＬ ０９８‐９２９‐０９０１
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講座

これからひとり暮らしを始めるみなさん、簡単に作れるお料理を学んでみませんか。

一緒に作ろう♪ 簡単ランチ♬

独立行政法人 駐留軍等労働者労務
管理機構（エルモ）では、在日米軍従業
員を募集しています。

インターネット：24時間受付
窓口：午前9時～午後5時30分

（土日・祝日等を除く）
沖縄県在住の満18歳以上の方
インターネットまたは窓口の
いずれか1回の応募で有効
インターネット：エルモ公式HP
http://www.lmo.go.jp
窓口：指定の応募用紙で申込

（応募用紙は沖縄支部窓口で配布）

受付期間

応募資格
応募方法

お問い合わせ
独立行政法人 駐留軍等労働者
労務管理機構（エルモ）沖縄支部 管理課
TEL ０９８-９２１-５５３２

講座 子育て・教育

卒業生へ贈る～簡単クッキング [２回講座]

キッズクッキング

３月17日(水)・18日(木)  午前10時～12時
沖縄市社会福祉センター
市内在住の新卒業生（高校生）で、２回受講できる方（１回のみも可）
６人

日 時
場 所
対 象
定 員

３月26日(金)　午前10時～12時
沖縄市福祉文化プラザ
３月30日(火)　午前10時～12時
沖縄市社会福祉センター
市内在住の小学生

① 日 時
　 場 所
② 日 時
　 場 所
対 象

定 員

３月10日(水) 午後３時申込期限

【各教室共通】

無料 エプロン・ずきん・マスク・手拭きタオル・飲み物受 講 料 持 ち 物
※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、内容の変更・中止になる場合があります。

お問い合わせ（申込）市民健康課　（内線 ２２４２）

親子で免疫力ＵＰ講座
[２回講座]

生活の中でできるマッサージで免疫
力ＵＰ！ 咳や夜泣きなどの対処法を学べ
ます。

辛島 玲美氏
（作業療法士）
２月１９日(金)・２６日(金)
午前１０時３０分～１１時３０分
沖縄市あげだ児童館
３か月～就学前の子と母親
６組
電話または直接

講 師

日 時

場 所
対 象
定 員
申込方法

沖縄市あげだ児童館
TEL ０９８-９３４-４６４３

お問い合わせ（申込）

こども相談・健康課　（内線 ３０８０）
お問い合わせ

妊活教室

妊娠や不妊に関する知識について、助産
師が詳しくお伝えします。

２月６日(土)
午後１時30分～4時 ※要予約
沖縄県助産師会 母子未来センター
TEL ０９８-９３８-１１０３
現在あるいは将来、お子さ
んを希望する男女
10組程度
無料
・女性・男性の体のしくみ
・妊娠の成り立ちについて
・不妊症について（診断・検 
　査・治療・治療費と助成制度）
２月５日(金)

日 時

場 所・
申込先
対 象

定 員
受講料
内 容

（講話）

申込期限

お問い合わせ（申込）
沖縄市音楽資料館おんがく村
TEL ０９８-９２３-３２２４

（開館時間：正午～午後６時）

沖縄三板協会より、比嘉マチ子氏を講

師に招き、三板の基礎的な扱い方から応

用まで、分かりやすく指導いたします。

三板の貸し出しもあります。

三板体験講習会

２月18日(木)
午後３時～４時
沖縄市音楽資料館おんがく村
10人

（要予約・定員に達し次第、
受付終了）

日 時

場 所
定 員

募集

在日米軍従業員の事前募集

８人

定 員 6人

申込期限 ３月３日(水) 午後３時
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認知症の人と家族の会
認知症サポーター養成講座

災害対応プログラム
空き缶でごはんを炊こう

認知症は、誰にでも起こる可能性のあ
る病気です。認知症について正しく理解
し、偏見を持たず、認知症の人や家族を
温かく見守る認知症サポーターになりま
せんか。

基本的理解や対応の仕方などを学び
ます。

空き缶で炊くご飯、空き缶やペットボト
ルのランプなど、身近にあるものを活用
して、自然災害時の生活に役立つものを
作ります。

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）
２月26日(金)
午後１時～３時
沖縄市社会福祉センター
８人
（定員に達し次第、受付終了）

講 師

日 時

場 所
定 員

２月２８日(日)
午前９時30分～12時15分
沖縄県立石川青少年の家
小学生以上の親子
20人程度
１人 500円
（資料・保険料等）
２月16日(火)～23日(火) 
午前９時～午後５時
電話

日 時

場 所
対 象
定 員
参加費

申込期間

申込方法

介護保険課　（内線 ３１６９）
お問い合わせ（申込）

沖縄県立石川青少年の家
TEL ０９８-９６４-３２６３

お問い合わせ（申込）

ぽっこりお腹解消
男性のための内臓ヨガ講座
［２回講座］

ヨガの呼吸と動きで心と体の調子を
整えながら、お腹周りの筋肉を刺激し、
内臓脂肪解消法を学びます。

応急手当講習会

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、
市民への感染防止のため、当分の間、
応急手当講習会開催の中止および防災
研修センターの閉館を行います。

再開等につきましては、市ホームページ
でお知らせします。

25歳でアフリカに渡り、中古車貿易ビ

ジネスを皮切りに、今ではアフリカ諸国

で50社以上の会社を経営し、グループ全

体で400億円の売上規模に発展させた

金城 拓真 氏（津梁貿易株式会社代表）

を招き、世界で働くきっかけやビジネス

の極意を語っていただきます。

今年、沖縄市に会社を移転した真意や

いかに！？

金城 文仁 氏（４ＤＳ内蔵ヨガ
インストラクター、鍼灸師）
２月２６日(金)
３月５日(金)
午後7時～8時30分
沖縄市男女共同参画センター
市内在住・在勤・在学の男性
８人
（２回受講可能な方優先)
無料
電話

講 師

日 時

場 所
対 象
定 員

受講料
申込方法

沖縄市男女共同参画センター
TEL ０９８-８９４-６１７５

お問い合わせ（申込）

沖縄市消防本部 警防課
TEL ０９８-９２９-０９００

お問い合わせ

催し

新春記念講演会
「世界」で働く。～25歳のウチナー

ンチュがアフリカに渡り、年商400

億円のビジネスをつくるまでの話～

2月9日(火)
午後７時～８時30分
オンライン開催

（StartupLab Lagoon 
YouTube チャンネルより
配信）
50人
URL またはQRコードから申込
https://lagoon-koza.co/events/13

日 時

場 所

定 員
申込方法

お問い合わせ
企業誘致課 （内線 ３２４１）
StartupLab Lagoon
TEL ０８０-４６５１-６９００

詳しくは、公式ホームページをご確認

ください。
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特別な資格や経験がなくても応募で
きる求人企業が集まる沖縄県主催の就
職説明・面接会です。応募前の職場見学
も可能。プロカメラマンによる履歴書用
写真撮影、就活力アップセミナーや個別
相談コーナーもあります。

沖縄全島エイサーまつりの65周年を記念し、当まつりやエイサーの魅力を伝える
ため、岸本司監督のもとに制作した特別動画をテレビ放送いたします。

沖縄全島エイサーまつりのファンはもちろん、エイサーをよく知らない方にも楽し
んでいただけるドラマとなっていますので、ぜひご覧ください。

※放送日時は、変更となる場合があります
ので、最新情報は、実行委員会ホーム
ページをご確認ください。 
https://www.zentoeisa.com/

詳しくは、公式ホーム
ページをご確認ください
 　　　　　　　 ▶▶▶

沖縄全島エイサーまつり
65周年記念特別動画 「エイサーどんどん！」

適職発見フェア
（就職説明・面接会）

2月3日(水)・4日(木)
午後１時15分～５時
沖縄コンベンションセンター 
会議棟Ａ
すべての求職者（事前予約制）

日 時

場 所

対 象

沖縄全島エイサーまつり実行委員会
沖縄テレビ放送
2月14日(日)　午後４時（予定）

製 作
放送局
放送日時

お問い合わせ
沖縄全島エイサーまつり実行委員会事務局
TEL ０９８-９３７-３９８６

お問い合わせ（申込）
適職発見プロジェクト事務局

（㈱求人おきなわ）
TEL ０９８-８６０-８９００

（土日・祝日を除く・午前9時～午後６時）

Facebook LINE

マイ
広報紙マチイロ

メルマガ＠
おきなわ

メルマガ登録などで

ご覧になれます！

パソコン・スマートフォンアプリ

※広報おきなわ2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、日程変更・中止になる場合があります。予めご了承ください。

・「沖縄市だより」 オキラジ（85.4MHz）
  毎週月～金曜日 午後2時50分～3時

・「ハイサイ沖縄シティ」FMコザ（76.1MHz）
  毎週月～金曜日 午前9時～9時10分

広報おきなわに

掲載することが

できなかった情報は、

SNS等で配信しています

ラジオ広報

編集後記

　暗闇での光は人を安心させる効果があるそうです。

　夜雨に震える中、取材先のイルミネーションを見て心癒

されていると何故かチョコアイスが思い浮かび、買って

帰りました。寒くても食べたくなりますよね？ (仲)

　昨晩、人生で初めて鮭中骨水煮缶を。舌と上顎だけで

ボロボロになる脆いその骨に、私の骨を強くするカルシウム

等の栄養素が、多量に含まれているという不思議。

　良い魚、良い肴でした。 （木）

催し
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