
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。

来庁者が多い日におきましては、庁舎正面駐車場の混
雑によりご迷惑をおかけしております。

正面駐車場が込み合う場合は、第２駐車場をご案内し
ておりますのでご利用ください。

正面駐車場につきましては、お身体の不自由な方や高
齢者、妊婦の方が優先的に駐車できるようご配慮いただ
き、渋滞緩和へのご理解、ご協力をよろしくお願いします。

お問い合わせ 市民課　（内線 ３１２１）

お問い合わせ 契約管財課　（内線 ２０９６）

※詳細については、担当課まで問い合わせいただくか、「沖縄
市公式ホームページ」、広報おきなわ４月号に折り込みの「令
和3年度版 沖縄市循環バスご利用案内」をご確認ください。

お問い合わせ 都市整備室　都市交通担当

（内線 ２５１９・２５２０）

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

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

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

市民課窓口繁忙期におけるご協力のお願い

第２市民駐車場をご利用ください

くらし

令和3年4月からの
沖縄市循環バスの運行（予定）

①北部ルートは、全便、市役所まで行けるようになります。

②北部ルートのダイヤも変更し、1日あたり6便の運行と

　なります。

③各ルートのバス停が一部変わります。

（道路運送法にもとづく許認可の関係上、運行開始が遅れる
  場合がございます。）

令和3年4月1日以降の被保険者証につきましては、令和3年3月上旬より全世帯に郵送されます。
簡易書留での郵送になりますので、再配達等の問い合わせにつきましては、不在連絡票に記載された連絡先へお願いします。

令和３年4月2日から令和４年3月1日までに70歳になる方は、被保険者証の有効期限が、誕生月の末日まで（各月の1日生まれの方
は、その前日まで）になります。 ※有効期限を迎えるまでに、新しい被保険者証（有効期限：令和４年3月31日）を再度郵送いたします。

国民健康保険被保険者証のきりかえ

くらし

被保険者証を郵送する世帯

◆70歳になる方の被保険者証の有効期限

令和３年4月２日から令和４年3月31日までに後期高齢者医療制度へ移行する方は、被保険者証の有効期限は、75歳の誕生
日前日までになります。 ※有効期限を迎えるまでに、後期高齢者医療制度の被保険者証が郵送されます。

◆75歳になる方の被保険者証の有効期限

お問い合わせ 国民健康保険課　（内線 ２１０８・２１２１）
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身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方で、次の要件に該当する方は、認定を受けた日以降の医療費（診療の翌月か

ら1年以内）について助成を受けることができます。

20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入し保険料を納付することが義務付けられていますが、本人の所得が一定

以下の場合、保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。

手続きを行わず保険料を未納のままにすると、不慮の事故や病気で障害が残ったときに障害基礎年金が受け取れなくなる

可能性があります。お早めに申請ください。

①身体障害者手帳または療育手帳　②本人の健康保険証

③通帳（本人名義）　④印鑑（認印可、代理申請の場合は代理人も必要）

※他市町村からの転入の場合は、所得課税証明書が必要です。詳しくは、お問い合わせください。

重度心身障がい者（児）医療費助成の申請

令和３年度 学生納付特例申請の受付が４月１日より始まります

くらし

くらし

お知らせ 沖縄市役所　TEL 098-939-1212

新規登録に必要な書類

学生であることを証明する書類（在学証明書の原本または学生証の写し等）

※令和３年４月１日以降発行のもの　※学生証の有効期限にご注意ください。

※代理人（同一世帯）が申請する際は、申請者の認印と代理人の身分証明書が必要です。

　代理人が別世帯の場合は、委任状も必要となります。

「学生納付特例申請」は、申請時点で２年１か月前の月分までさかのぼって申請することができます。詳しくはお問い合わせください。

申請に必要な書類

お問い合わせ 障がい福祉課 （内線 ３１５７・３１５８）

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） 

沖縄市内に住所を有し、医療保険各法の被保険者または被扶養者である次のいずれかの手帳を持つ方
①身体障害者手帳１級・２級　②療育手帳Ａ１・Ａ２　③身体障害者手帳３級かつ療育手帳Ｂ１
※受給者と扶養義務者の所得が一定額を超える場合は該当しません。
※生活保護受給者は対象外です。　※こども医療費助成の外来の支給対象期間は対象外です。

対 象 者

学校教育法に規定する大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及
び各種学校（修業年限が１年以上の課程）に在学する学生等

対 象 者
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私立幼稚園（新制度未移行園）で、給食費として保護者が実費負担している費用のうち、「副食費（おかず代）」を補助します。

対象者の要件に該当する方は、期限内に申請書類等をご提出ください。

令和２年度 沖縄市副食費の実費徴収に係る補足給付事業

くらし

お問い合わせ 保育・幼稚園課　（内線 ３１７４・３１７３）

令和3年4月1日から、「観光スポーツ振興課」が新設されます。

窓口は、市役所本庁2階 執務室（現：観光振興課）となります。

※各種手続きの際はご注意ください。

課名の変更・新設等

くらし

お問い合わせ 観光振興課　（内線 ３２９１）　市民スポーツ課　TEL 098-932-1294

令和２年度

経済文化部

教育委員会
教育部

観光振興課

経済文化部 観光スポーツ振興課
（本庁 2階）

スポーツコンベンション
シティを推進するための

組織統合
市民スポーツ課

令和３年度 以降

①または②のいずれかに該当する施設等利用給付認定子ども
①令和２年度の市町村民税の所得割額（世帯合算）が、77,101円未満の世帯の子ども（世帯年収が360

万円未満相当の世帯）
②小学校第３学年修了前までのお子さんを第１子として算定し、第３子以降となる子ども

対 象 者

幼稚園に支払った令和２年４月～令和３年３月分給食費のうち、副食費（おかず代）
・主食費（パン・ごはん等）、預かり保育で提供されたものは対象外
・子ども１人あたり月額上限4,500円

対象費用

３月２５日（木）申請期限

保育・幼稚園課（市役所２階）申 請 先

①副食費の実費徴収に係る補足給付費給付申請書兼請求書（様式第１号）
②支払った給食費（副食費分の金額がわかるもの）の領収書または証明書の写し（幼稚園にて発行）
③通帳またはキャッシュカード（②に記載された納入者名義の口座）
④認印（スタンプ印不可）
⑤市町村民税の所得割額がわかる証明書（令和２年度市県民税所得課税証明書、2019 Ｗ－2 等）
⑥ひとり親世帯とわかる書類（戸籍謄本や児童扶養手当受給者証等）（該当世帯のみ）
※⑤は令和２年１月１日時点の住所が沖縄市以外の方、軍人・軍属の方のみ提出

申請書類等

申請書類等の詳細は、市公式ホームページでもご確認いただけます。

子育て・教育
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お知らせ 沖縄市役所　TEL 098-939-1212

くらし

新小学校１年生になると、こども医療
費助成の受給資格者証や申請方法が切
替わります。

対象となる方へは、新しい受給資格者
証を発送します（３月中旬発送予定）。

４月１日以降に医療機関を受診される
際は、オレンジ色の受給資格者証を提
示してください。 ※お手続きは不要です。

対象施設・事業を利用中または利用
予定の方で、幼児教育・保育無償化の認
定を希望される方は、保育・幼稚園課に
必要書類を提出してください。

※すでに認定を受けている方は申請不要です。
ただし、認定期間が過ぎると対象外と

なりますので、お手元の認定通知書また
は認定変更通知書をご確認のうえ、認
定期間内に変更申請をしてください。

システムのメンテナンス等のため、コ
ンビニ交付及び自動交付機のサービス
の稼働を一時休止いたします。

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。

平成26年4月2日～
平成27年4月1日生まれ

対 象

世帯内で、小中学校に在籍する児童
生徒のうち、第３子以降の児童生徒
本市に住所を有し、生活保護・
準要保護を受給していないこと
令和３年３月  １日（月）～
令和４年２月１０日（木）

学校事務室（市公式ホームページか
らダウンロードもできます）

対 象

助成要件

申請期間

第３子の在学する学校事務室申請場所

現物給付（窓口無料化）申請方法

こども家庭課　（内線 ２１２４・２１２５・３１８９）
お問い合わせ

沖縄市立学校給食センター
TEL ０９８-９２９-４７７６

お問い合わせ

こども医療費助成受給資格者
証の切替（新小学校１年生対象）

多子世帯の子育て支援として、保護者
の経済的負担軽減を図るため、第３子以
降の学校給食費助成を実施しています。

令和３年度
沖縄市学校給食費助成

令和3年度 幼児教育・保育
無償化の申請受付

◆３月31日受診分まで
受給資格者証の色 ピンク

自動償還（または領収書での申請）

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保
育事業、ファミリー・サポート・センター事業

申請方法

◆４月１日受診分から
受給資格者証の色

対象施設・事業

コンビニ交付サービス（コンビニ各店舗内）

自動交付機（沖縄市役所・沖縄市上下水道局内）

・令和3年4月中の認定を希望される方：  
令和3年3月26日（金）まで

・令和3年5月以降の認定を希望される方：
認定希望日の1カ月前から随時受付
対象要件、様式等は、市公式ホーム
ページをご覧ください。

受付期間

オレンジ

申請書配布場所

※申請は毎年度必要です。

保育・幼稚園課　（内線 ３１３９・３１３７）
お問い合わせ（申請）

市民課　（内線 ３１２１）
お問い合わせ

コンビニ交付及び自動交付機を
休止します

３月９日（火） 午後５時３０分～終日
戸籍・附票の交付、本籍地交付
サービス（住民票の写し、印鑑登
録証明書、所得証明書、所得課
税証明書は、通常通り利用可能）

休止期間
休止内容

３月９日（火） 午後５時３０分～終日
全サービス（各種証明書発行）

休止期間
休止内容

※コンビニ交付サービスの通常の稼働
　は、午前６時３０分～午後１１時です。

※自動交付機の通常の稼働は、平日・午前８時～
午後７時、休日・午前８時～午後５時３０分です。

マイナンバーカードの
休日交付を行います

マイナポイントの予約

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。

消費増税対策の一環として、マイナン
バーカードを活用したマイナポイントの
取組が実施されております。

マイナポイントを利用するためには、
マイナンバーカードを取得し、専用サイ
ト（マイキープラットフォーム）でマイナ
ポイントの予約が必要となります。

マイナポイントの予約を行う窓口を設
置していますので、ぜひご利用ください。

３月14日（日）
４月  ３日（土）
午前９時～１１時３０分
市役所 １階 市民課

日 時

場 所

お問い合わせ
市民課　（内線 ３１２８）

沖縄市住宅リフォーム補助金
申請受付は６月開始となります

令和２年度までは、４月より申請受付を

開始しておりましたが、令和３年度は、

６月から申請受付を開始いたします。

詳細は、お問い合わせください。

お問い合わせ
市営住宅課　ＴＥＬ ０９８-８９４-６１３９

９月30日（木）まで
午前９時～午後５時15分
市役所 １階 待合ホール
マイナポイント予約ブース
マイナンバーカード、利用
者用証明書パスワード（数
字４桁）

期 間

場 所

必要書類等

お問い合わせ
情報推進課　（内線 ２０２３）
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救急出場件数：
救急搬送人員：
火災出場件数：
救助出場件数：

５８５件
４９３人
4件
3件

救急車の
適正利用に
ご協力を

お願いします

令和３年１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

第5次沖縄市障がい者プラン（素案）に関する
パブリックコメント（意見募集）

第4次沖縄市障がい者プランが、令和2年度末をもって終了となることから、この
間の取り組みを点検・評価し、次期プランの策定の検討を行っています。

つきましては、「第5次沖縄市障がい者プラン（素案）」について公表するとともに、
市民の皆さまからのご意見等を募集いたします。

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、FAX、電子メールに
てご提出ください。

様式については、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
第5次沖縄市障がい者プラン（素案）
(1) 障がい福祉課（市役所1階） (2) 市政情報センター（市役所2階）
(3) 市公式ホームページ

応募資格

公表資料
公表場所

〒904-8501 沖縄市仲宗根町26-1
沖縄市役所 健康福祉部 障がい福祉課
FAX 098-939-7739　 E-Mail  s_fukusia41@city.okinawa.lg.jp

提 出 先

公表及び意見等の提出期限 3月10日（水）まで ※必着

意見の提出方法

お問い合わせ 障がい福祉課　（内線 ３１５１）

ちゅうぶ司法書士総合相談
センター（沖縄市）

行政相談

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

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。

登記・相続・多重債務・法律
相談等
３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

3月17日（水）
午後2時～4時
沖縄市福祉文化プラザ
市内在住の方
無料

日 時

場 所
対 象
相談料

お問い合わせ（予約）
沖縄県司法書士会
TEL ０９８-８６７-３５７７

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２２９８）

※相談時はマスク着用をお願いします。

がん体験者によるピアサポート
を行っています

がんに関する不安や心配ごとはありませんか？
「ピアサポート」とは、がん患者やご家

族の心配ごとを同じ立場で聴いたり体験
をお話したりする活動のことです。

がん体験者（ピアサポーター）は、あな
たの仲間です。お気軽にご相談ください。

平日・午前９時～午後５時
（年末年始・祝日を除く）
曜日によってピアサポーター
の在室時間が異なりますの
で、お問い合わせください。
琉球大学病院内 ３階

（西原町字上原207番地）
無料 ※秘密厳守

受付時間

場 所

相談料
お問い合わせ

沖縄県地域統括相談支援センター
TEL ０９8-９４２-３４０７

光化学オキシダントにご注意
ください

「光化学オキシダント」は、工場の煙や

自動車の排出ガスに含まれる窒素酸化

物などが、紫外線により人体に刺激の強

い有害物質に変わったものです。

沖縄県では、例年３月から６月にかけて

濃度が高くなる傾向がみられます。

直ちに健康への影響があるわけでは

ありませんが、注意報が発令された場合

には、屋外での激しい運動や外出を控え

るなどの予防策をおとりください。

お問い合わせ
中部保健所 環境保全班
ＴＥＬ ０９８-９８９-６６１０

※相談時はマスク着用をお願いします。
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募集

令和３年度 学資貸与生募集（若干名）

沖縄市障がい者スポーツ教室

大学入学後、経済的理由で修学困難な方
県内大学 月額（３万円・４万円・５万円）選択　県外大学 月額（５万円・６万円・７万円）選択
４月１日(木)～２８日(水) ※期間厳守　午前９時～午後４時（金土日・祝日を除く）
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。

対 象 者
貸 与 額
申込期間
申込書類

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

お問い合わせ（申込） サンビスカス沖縄　TEL ０９８-９８９-４６９５

講座

3月10日（水）・17日（水）
午後7時～8時30分
沖縄市体育館

（コザ運動公園内）
先着２０人

日 時

場 所

定 員

市内在住の障がい者・児とその家族、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でご参加ください（参加は午後8時まで）。

※参加の際は、当日の検温とマスク着用をお願いします。発熱、風邪症状、嗅覚・味覚異常がある方は参加をご遠慮く
　ださい。

・講師の指導を受けることができます。　・手話通訳も予定しております。

対象者

無料参加費 電話（月～金・午前9時～午後5時）申込方法

①卓球教室 ③ニュースポーツ体験教室
　（カローリング、ラダーゲッター、
    わなげなど）

3月15日（月）・22日（月）
午後7時～8時30分
多目的運動場

（コザ運動公園内）
先着20人

日 時

場 所

定 員

3月27日（土）
午前10時～11時30分
沖縄市武道館 剣道場

（コザ運動公園内）
先着25人

日 時

場 所

定 員

②フライングディスク教室

【各教室共通】
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「沖縄市工芸による街づくり事業」を推
進する一環として、工芸産業に関する情
報発信及び工芸作品の作り手と使う人と
の交流の場を設けることにより、工芸に
対する市民の意識啓発等を図ることを目
的に「沖縄市工芸フェア」を開催します。

展示即売コーナーやポイントラリー、ガ
ラポン抽選、制作実演、沖縄市コラボレー
ション作品の展示など、コザの街なかで、
沖縄の工芸が一堂に集う・買える・楽しめ
る、この機会にぜひご来場ください。

※新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、沖縄県作成のガイドラインに
沿った感染症対策を実施します。体調
に不安がある場合は来場をご遠慮い
ただき、ご来場の際はマスク着用など
の感染症対策をお願いします。

催し

第19回 沖縄市工芸フェア
－週末、KOZAの街で会いましょう－

３月１２日（金）～１４日（日） 
午前１１時～午後７時
コザゲート通り、中央パー
クアベニュー、パルミラ通
りなど一番街周辺店舗にて
無料

日 時

場 所

入場料

お問い合わせ
工芸フェア事務局・ふんどぅ
TEL ０９８-９３４-２２１３

講座

青少年センターオンライン
講座「教えてトンボ先生！」

みんなが知ってる「トンボ」にはどん
な世界があるのか!?

トンボ先生に聞いてみよう！

同世代の講師やサポーターがお手伝
いします。

刀禰 浩一 氏
（沖縄市立郷土博物館学芸員）
３月２０日（土）
午後１時３０分～２時３０分
オンライン（Zoom）
市内の小学４年生～中学生
２０組程度（先着順）
電話または来所
３月１日（月）～１１日（木）
（土日を除く）
午前９時～午後５時１５分

講 師

日 時

場 所
対 象
定 員
申込方法
申込期間

沖縄市青少年センター（上地３-４-５）
TEL ０９８-９３０-１３３６

お問い合わせ（申込）

4月1日（木）～6月29日（火）期 間

沖縄市シルバー人材センター
各講座10人（先着順）
10,800円
3月15日（月）～19日（金）
午後１時～４時
シルバーワークプラザ事務所

場 所
定 員
受講料
申込期間

申込場所

沖縄市シルバー人材センター
TEL ０９８-９２９-１３６１

お問い合わせ（申込）

一般成人・シニア対象
パソコン教室 ［全12回］

火

木

土

時間 午前
10時～12時

Word・Excel 総合

Word 入門クラス

Word・Excel 総合

Excel クラス

Word クラス

午後
１時～３時曜日

※パソコンを使用しますので、各自ご持
　参ください。

4月2日（金）～6月30日（水）期 間

沖縄ハイサイネット事務局
沖縄市中央2-28-1

（沖縄市雇用促進等施設3階）
各10人（先着順）
3月1日（月）～19日（金）

場 所

定 員
申込期間

ＮＰＯ法人 沖縄ハイサイネット事務局
TEL ０９８-９２９-１２２０

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

中高年の就活に役立つ
パソコン教室

新型コロナウイルス感染拡大に伴
い、受講者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、市公式ホーム
ページでお知らせします。

応急手当講習会

月

火

水

金

時間 午前
10時10分～

12時

Word 初級

Word 上級

Word 中級

デジカメ実践

画像取り込み
基本操作

Word 中級B

DVD 作成

デジカメPse

午後
1時30分～
3時20分曜日

※講座の日時や受講料、テキスト代など
　はお問い合わせください。
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新型コロナウイルス感染拡大の影響等により、市産品の販売機会の減少を受ける

事業者を応援するとともに、市民の市産品に対する意識の啓発を図るため、市役所で

食品限定の市産品ＰＲ展示即売会を開催します。

※ご来場の際は、事前の健康チェック及び

マスク着用等の感染症対策をお願いしま

す。体調に不安がある場合は、来場をご

遠慮ください。

　※新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め中止となる場合があります。

　詳細は、市公式ホームページをご確認

ください。

第2回 コロナに負けるな！  市産品PR展

3月22日（月）～26日（金）　午前8時30分～午後5時15分
市役所 1階 市民ホール

日 時
場 所

お問い合わせ 商工振興課　（内線 ３２２２・３２２８）

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3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。
※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。

・「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

　図書館での朗読会。巧みな語り口に取材も忘れて聴

き入り、久しぶりに本が読みたくなりました。

　電子書籍も舞台のように読み上げてくれたらと考えた

が、ベッドで聞くと集中し過ぎて眠れなくなるかも。（仲）

　花より団子、桜より桜肉(馬肉)と思っていますが、「桜が

満開で、今、見頃だよ」という電話をいただき撮影へ。

　咲き誇る桜と柔らかい木漏れ日に包まれ、束の間の春

を堪能しました。桜肉より桜かな、この時期だけは（木）

催し
多様化する性(LGBTQ)の生き方を多

くの人に知ってもらうきっかけづくりとし
て、イベントを開催。ＬＧＢＴＱ当事者によ
るトークイベントやコミュニティブース設
置のほか、フードカーやハンドメイド物販
販売、ダンスやエイサー演舞、写真展な
どがあり、どなたでもご参加できます。

Peach Fes in 南桃原

３月２８日（日）
午前11時～午後5時
南桃原公民館公園

日 時

場 所

※トークイベントは、午後1時・3時開催です。
※悪天候で開催が困難な場合、または新

型コロナウイルス感染拡大状況により
延期となる場合があります。

お問い合わせ
Peach Fes実行委員
TEL ０80-3991-1652（比嘉）

31 広報 No.561  2021.3.1


