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沖縄市「COOK PAD」

「今から」備蓄しよう  次の流行に備えて！

　いつ誰が、どこで感染してもおかしくない「新型コロナウイルス感染症」。自宅療養になった

時の備えとして、日頃から意識して無理なく家庭で備蓄をしていくことが大切です。

沖縄市民で今年度18才以上の皆様へ  健康診断の受診はお済みですか？
毎日を̏健幸˝に過ごすために毎年受けよう！健康診断！！

歳末たすけあい募金運動

　12月1日から31日までの1か月間、『つながり ささえあう みんなの地域づくり』を
キャッチフレーズに、全国一斉に「歳末たすけあい運動」が展開されます。
　皆さまから集められた募金は、支援を必要としている方々が安心して新年を迎えられ
るよう地域福祉活動へ使われます。
　ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

●令和4年2月・3月の「沖縄市体育館」での
　集団健診は、「沖縄市武道館」に変更にな
　りました。

受診券が使える病院一覧は、受診券に同封されてい
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。

1. いつも使うものを少し多めに買おう！
　 ふだんの食事作りで使う食品で常温保存できる乾物や缶詰、レトルト食品、パウチ製品などを、多めに買いましょう。
　 ※賞味期限の古いものから使いましょう。

2. 在庫がなくなる前に買い足そう！
　 在庫がなくなる前に使った分を買い足すことで、無理なく消費しながら備蓄できます。

3. 体調が悪い時にあると便利！
　 食事が作れない、食欲がない時でも、栄養補給は必要です。なかでもた
　んぱく質やビタミン・ミネラルなどの栄養素を含むゼリー飲料や
　スポーツドリンクはおすすめです。多めにストックしておきましょう。

各家庭で必要な日用品は、いつもより多めにストックしましょう。
一般的に、陽性者は約10日、濃厚接触者は陽性者との最終接触から14日は、自宅
療養・自宅待機となります。いつ感染してもおかしくない今、日頃からの備えがと
ても重要です。 栄養士が考えたレシピを掲載していま

す。お子さんと一緒に作れるレシピも
ありますので、ぜひご覧ください♪

沖縄市公式HP
備蓄リストや、ストック食材を活用し
た簡単レシピを紹介しています。
ぜひご覧ください♪

お問い合わせ／沖縄市共同募金委員会（沖縄市社会福祉協議会内）TEL.098-937-3385

お問い合わせ／市民健康課（内線2241）

お問い合わせ（予約）／
市民健康課（内線 2245・2246）

【集団健診】市民健康課 健診係へ予約☎　令和３年度の市民集団健診は全て予約制です

予約受付開始日

12月15日（水）

予約受付時間

午前8時30分～午後5時  ※平日

【個別(病院)健診】受診したい病院へ予約☎
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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】

（先着順）
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健康子育てマチイロ マイ広報誌

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

お問い合わせ／沖縄税務署　TE.098-938-0031

お問い合わせ／
業務改善助成金コールセンター
TEL.03-6388-6155
平日午前8時30分～午後5時15分

詳しくは国税庁ホームページへ▶▶

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）

国税電子申告・納税システム「e-Tax」沖縄県の最低賃金

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。

○確定申告期間中は、24時間いつでも利用可能です。 

国税庁ホームページから確定申告（e-Tax）

　所得税・消費税・贈与税の申告書は、国税庁ホームページから作成できますので、

是非ご利用ください。

　令和４年1月から、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。

　ぜひ、スマートフォンでe-Taxをご利用ください。

　沖縄県内すべての事業所で働く労働者

（パート・アルバイトを含む）に適用さ

れる「沖縄県の最低賃金」が792円から

28円引き上げて820円になりました。

　最低賃金の引き上げに向けた中小

企業・小規模事業者へ支援の一環として

「業務改善助成金」の支給を行っており

ます。

　詳しくは厚生労働省の公式ホーム

ページをご確認いただくか、お問い合

わせください。

国民年金保険料の社会保険料控除

　国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。

　日本年金機構から送付される「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」は、年末調整や確定申告まで大切に保管し、申告の際

に添付してください。

※控除証明書を紛失した場合

　再発行が可能です。ねんきん加入者ダイヤル（0570-003-004）

またはコザ年金事務所にお問い合わせください。

■社会保険料控除証明書の発送時期

　日本年金機構から対象となるお客様宛てに控除証明書を

お送りしています。

■控除対象となる国民年金保険料

・令和3年1月1日から令和3年12月31日までに納めた保険料

の全額

・ご家族分の保険料（負担義務がある場合）を納付した場合

も、ご自身の社会保険料控除に加えることができます。

・過年度の保険料を納付した場合や追納した保険料も控除

の対象となります。

お し ら せ

①令和３年１月１日～９月30日の間

　に国民年金保険料を納付した方
11月上旬までに発送済み

②令和3年10月1日～12月31日の間

　に国民年金保険料を納付した方

  （①の対象者は除く)

　　　

令和4年2月上旬に発送予定

厚生労働省H P▶▶▶ 
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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

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

シニアセミナー受講者募集！  1月19日（水）

1部:高齢者の健康体力づくり　2部:シルバー人材センター

対象：沖縄市在住の60歳以上の方

 開催地：北谷町内／受講料：無料

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
〒901-2132  沖縄県浦添市伊祖１丁目33番１号  牧港建設第２ビル ２階

TEL（098）871-0330

コンビニ交付サービス
の稼働休止

マイナンバーカード 出張申請

　市職員が市内の企業などに出向いて、マイナンバーカードの出張申請受付を行い

ます。後日、マイナンバーカードが本人限定受取郵便もしくは簡易書留で届きます。
　コンビニ交付システムのメンテナン

スのため、次のとおり一時休止いたし

ます。

●コンビニ交付サービス（市役所本庁の

キオスク端末含む各コンビニ店舗内）

　日 時　12月7日（火）午後5時30分～11時

　内 容　全サービス

　　　　（各種証明書交付サービス）

　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。

＊マイナンバーカードを利用したキオ

スク端末が稼働しております。

　どうぞご利用ください。

　（沖縄市役所本庁のみ設置）

＊証明書自動交付機は11月25日を

もってサービスを終了しました。

お問い合わせ／市民課（内線3116）

お問い合わせ／
市民課（内線3121）

INFORMATION くらし 募集 講座 催し

お問い合わせ／こども相談・健康課　予防係 （内線2232・2233）

令和4年3月31日まで「高齢者の肺炎球菌予防接種」

　市内在住の対象者で肺炎球菌予防接種を希望する方は、全額公費負担で予防接種を受けることができます。

①60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。

②これまでに一度も高齢者肺炎球菌予防接種（23価）

を受けたことがない方が対象です（過去に接種

したことのある方は対象外です）。

③新型コロナウイルスワクチンを接種される場合

は、接種間隔に注意が必要です。詳しくはお問い

合わせください。

実施期限　令和４年３月31日（木）まで

実施場所　指定医療機関 ※指定医療機関以外で接種を受けた場合は、公費負担の対象になりません。

接種料金　自己負担なし（全額公費負担）

接種回数　1回

対　　象　市内に事務所や事業所を置く企業で、申請者（沖縄市に住民登録がある方）

　　　　　が概ね10人以上20人以下である事

実施期限　令和４年１月31日（月）まで

マイナンバーカード 休日・平日夜間交付

　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。

お問い合わせ／市民課（内線3128）

日　時　12月8日（水）・22日（水） 午後5時15分～6時45分

　　　　令和4年1月  9日（日） 午前9時～11時30分

　　　　　　　  1月12日（水） 午後5時15分～6時45分

場　所　市役所1階　市民課

令和3年度の対象者

令和3年度の到達年齢 対象となる方の生年月日 【注意】

昭和31年4月2日

昭和26年4月2日

昭和21年4月2日

昭和16年4月2日

昭和11年4月2日

昭和 6 年4月2日

大正15年4月2日

大正10年4月2日

昭和32年4月1日生まれ

昭和27年4月1日生まれ

昭和22年4月1日生まれ

昭和17年4月1日生まれ

昭和12年4月1日生まれ

昭和 7 年4月1日生まれ

昭和 2 年4月1日生まれ

大正11年4月1日生まれ

～

～

～

～

～

～

～

～

65 歳

70 歳

75 歳

80 歳

85 歳

90 歳

95 歳

100歳
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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

お問い合わせ（申請）／環境課（内線 2227）

お問い合わせ／

市民生活課（内線 2212）

消費生活センター（内線 2209）

令和3年度
住宅用太陽光・省エネ設備設置補助金

　債務・消費者トラブル等のご相談を受付けます。

　個人情報は固く守られますので、お気軽にご相談

ください。

対　　象　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

　　　　　※令和3年4月1日以降に対象設備を設置された方

対象設備　①太陽光発電システム　

　　　　　②CO2冷媒ヒートポンプ給湯器（通称エコキュート）

　　　　　※①②それぞれで申請可。

申請期限　令和4年3月31日

その他要件等

●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受給を開始していること）

●同一の住宅で当該補助金の交付を受けていないこと

補助金額　①１件 5万円　②１件 3万円　※先着順

申請方法　申請書と必要書類を直接提出（審査あり）

弁護士による
消費者無料法律相談会

日　　時　12月20日（月）・21日（火）

　　　　　午前9時～12時

場　　所　市役所1階　展示コーナー

対　　象　市内在住の方

申込方法　電話にて事前予約可能

　　　　　※当日、申込多数の場合は予約の

　　　　　　方を優先

お問い合わせ／

特定非営利活動法人

沖縄県建築設計サポートセンター

TEL.098-879-1020

沖縄県土木建築部建築指導課　

TEL.098-866-2413

　昭和56年5月31日以前に着工された住宅の耐震

化を促進するため、簡易診断と塩分分析調査の技術

者の派遣を行っています。

　条件など、詳しくはお問い合わせください。

住まいの簡易診断・
塩分分析調査
～S56年5月31日以前に着工
　された住宅にお住まいの皆様へ～

事 業 名　「令和3年度簡易診断技術者派遣等事業

　　　　　 委託業務」

募集期限　令和4年1月31日（月）

募集件数　簡易診断+塩分分析調査　25件（先着順）

　　　　　塩分分析調査　　　　　　 5件（先着順）

診 断 費　簡易診断+塩分調査  14,300円（税込）

　　　　　塩分分析調査　　　　3,300円（税込）

お問い合わせ（申込）／沖縄市農民研修センター

TEL.098-938-9121

　野菜などの栽培で農業に親しみを持ってもらうため、利用者を募集します。

沖縄市民ふれあい農園

利用期間　令和4年4月1日～令和6年3月31日

場　　所　沖縄市字池原

　　　　　＊東南植物楽園より北へ約400ｍ右手、

　　　　　　倉敷ダム手前約200ｍ

対　　象　市内在住の方（農業者でない者）

申込方法　申込用紙を提出（住民票抄本を添付・代理申請不可）

　　　　　＊申込書は令和4年1月11日（火）より、沖縄市農民研修

　　　　　　センター及び農林水産課窓口で配布

申込期間　令和4年1月11日（火）

　　　　　～28日（金）

　　　　　※土日・祝日を除く

申込時間　午前9時～午後5時

選考方法　申込多数の場合は抽選

抽 選 日　令和４年２月（予定）

面　積

100㎡

75㎡

60㎡

50㎡

募集区画

12区画

13区画

 １区画

76区画

利用料金／年

6,000円

4,500円

3,600円

3,000円
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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

INFORMATION くらし 募集 講座 催し

　農業法人等による農業体験・研修情報、就農

に必要な情報提供やアドバイスを行います。

沖縄県新規就農相談会
～農業を始めたい
　あなたを応援します～

日　 時　12月5日（日）12時～午後4時

場　 所　西原町中央公民館

　　　　（西原町字与那城124）

お問い合わせ／環境課（内線 2222）

　生後91日以上の犬は、登録（終生１回）と毎年の狂犬病予防注射が法律で

義務付けられています

　毎年、各公民館等で実施している狂犬病予防集合注射は、新型コロナウ

イルス感染症拡大防止のため今年は『中止』となっております。動物病院で

狂犬病予防注射を受けさせていただくようお願いいたします。

　沖縄県獣医師会に加盟する協力病院では、犬の登録と狂犬病予防注射済

票の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。

＊病院内での密集をさけるためにも、受診前に各病院へお問い合わせください。

飼い犬の登録と狂犬病予防注射

期間　12月31日（金）まで

協力病院

病院名

ペットメディカルセンター・エイル

ｔａｍａ動物病院

ながみねどうぶつクリニック

ホサナ動物病院

フレンズ動物病院

くどう動物病院

美里動物病院

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

住　所

沖縄市比屋根2-2-1

沖縄市古謝津嘉山町1-8

うるま市字前原308-4

うるま市石川東恩納66-2 1Ｆ

北谷町北前1-11-12

南風原町字兼城587-2

うるま市江洲457-1 2Ｆ

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

浦添市牧港2-49-1

電話番号

自衛官等採用試験案内

お問い合わせ／自衛隊沖縄地方協力本部 沖縄募集案内所 TEL.098-937-1608

種　　目 受験資格 受付期間 1次試験日

陸上自衛隊高等工科学校生徒（推薦）
男子で中卒（見込）

17歳未満

11月1日（月）～12月3日（金）
令和4年1月8日（土）～11日（火）

※いずれか1日

陸上自衛隊高等工科学校生徒（一般） 11月1日（月）～令和4年1月14日（金）
令和4年1月22日（土）・23日（日）

※いずれか1日

自衛官候補生（男女） 18歳以上33歳未満 年間を通じて行っています。 受付時にお知らせします

※詳しくはお問い合わせください。

令和3年10月の
消防活動状況

救急出場件数  613件

救急搬送人員  532人

火災出場件数　　3件

救助出場件数　　5件

お問い合わせ／
沖縄市消防本部 警防課
TEL.098-929-0900

お問い合わせ／

沖縄県新規就農相談センター

公益財団法人 沖縄県農業振興公社 

TEL.098-882-6801

一般社団法人 沖縄県農業会議

TEL.098-889-6027

○募集種目（採用試験）

～救急車の適正利用にご協力をお願いします～

098-930-2222

098-937-3737

098-979-0001

098-964-5837

098-926-2033

098-888-3514

098-988-7878

098-896-1711

098-923-1222

098-879-1125
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お問い合わせ（申込）／沖縄市立郷土博物館
TEL.098-932-6882

　沖縄市の民話からちょっと意表をつく「語り」のご紹介など、よ

く思い描かれるイメージとは少し違う民話の「はじっこ」をお話

します。

講　　師　八田 夕香 氏（沖縄市立郷土博物館  文化財調査専門員）

日　　時　12月19日（日） 午後2時～4時

場　　所　沖縄市立郷土博物館

定　　員　10人（定員に達し次第締切）

申込期限　12月17日（金） 午後5時

学芸員と語る沖縄市

「民話のはじっこ、かじりとり
 ― コロンブスとか出てくるんです!? ― 」

お問い合わせ／介護保険課 地域支援担当
（内線 3144・2194）

　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。

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　12月24日（金） 午後1時～3時

場　　所　沖縄市社会福祉センター

定　　員　8人

申込期限　定員に達し次第締切

認知症の人と家族の会
「認知症サポーター養成講座」

　年を重ねても、健康で生き生きと暮らせるために、介護予防に

取り組みませんか。

　坐位や立位でのストレッチや筋トレの方法を学びます。

期　　間　令和4年1月5日（水）～3月30日（水）　　

時　　間　午後2時～4時

　　　　　週1回（水曜日） 全14回

場　　所　沖縄市福祉文化プラザ

対　　象　65歳以上の市民で次の全てに当てはまる方

　　　　　●医師より運動制限を受けていない

　　　　　●介護認定を受けていない

　　　　　●介護保険における通所系サービスを利用していない

定　　員　20人（定員を超えた場合は新規の方を優先）

料　　金　１回100円

　　　　　＊送迎要相談、別途１回200円

　　　　　（非課税世帯・生活保護世帯は無料）

申込期間　12月6日（月）～10日（金）

申込方法　市役所地下2階、介護保険課窓口で直接申込

　　　　　申請書などの書類記載がありますので、ご本人がお越

　　　　　しください。

　　　　　＊印鑑・お薬手帳持参

一般介護予防教室
「高齢者元気教室  第5クール」

お問い合わせ（申込）／沖縄市あげだ児童館
TEL.098-934-4643

お問い合わせ（申込）／介護保険課（内線 3091）

　音楽を通して親子やお友達とコミュニケーション

を図ります。

講　　師　大城 綾乃 氏

日　　時　12月17日（金） 午前10時30分～11時30分

場　　所　沖縄市あげだ児童館

対　　象　1歳～5歳の子と保護者

定　　員　10組

参 加 費　無料

申込方法　電話または直接

親子リトミック教室

お問い合わせ(申込)／市民健康課  健康推進係
（内線 2242）

　一緒に作ろう♪簡単ごはん☆

日　　時　令和4年1月22日（土） 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　8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　令和4年1月12日（水) 午後3時　

キッズクッキング教室

22

5
7
0
号
（
2
0
2
1
年
12
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

INFORMATION くらし 募集 講座 催し

お問い合わせ（申込）／沖縄市シルバー人材センター　
TEL.098-929-1361　担当/与座

お問い合わせ（申込）／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／放送大学沖縄学習センター TEL.098-895-5952

　放送大学は、文部科学省・総務省所管の正規の通信制大学です。

　BS放送やインターネットの環境があれば、いつでもどこでも学ぶことができます。働きながら大学を卒業したい、学びを楽し

みたいなど、様々な目的で幅広い世代の方が学んでいます。

　中学卒業後から入学でき、所定の条件を満たせば、満18歳以上の方ならどなたでも大学卒業が目指せます。

　募集要項をお送りしますので、お気軽にお問い合わせください。

　同世代の講師やサポーターがお手伝いします。期　　間　令和4年1月4日（火）～

　　　　　3月26日（土）（全12回）

受 講 料　10,800円

場　　所　沖縄市シルバー人材センター

定　　員　各講座10人（先着順）

申込期間　12月13日（月）～17日（金）

申込時間　午後1時～4時

※パソコンは各自ご持参ください。

場　　所　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）

定　　員　各11人（先着順）

申込期間　12月1日（水）～22日（水）

※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。

出願期間　第1回 ： 令和4年2月28日（月）まで　第2回 ： 令和4年3月1日（火）～15日（火）

一般成人及びシニア対象
パソコン教室

期　　間　令和4年1月4日（火）～3月28日(月)

中高年の就活に
役立つパソコン講座

放送大学4月入学生募集

火

木

土

Word・Excel総合

Word入門クラス

Word・Excel総合

Excelクラス

Wordクラス

午前 10時～12時 午後 1時～3時
時間

曜日

月

火

水

金

Word中級A

Word初級

スマホ講座（アンドロイド）

デジカメ実践

Word中級B

Word上級

DVD作成

デジカメPse

午前10時10分～12時 午後1時30分～3時20分
時間

曜日

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　①12月2日（木）   午後2時～5時

　　　　 ②12月9日（木）   午後2時～5時

　　　　 ③12月16日（木） 午後2時～5時

　　　　 ④12月23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　12月7日（火） 午後2時～4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Ⅲの内容を学

　　　　  びたい方

日　 時　12月14日（火） 午後2時～4時

日　 時　①12月18日（土） 午前9時～12時

　　　　 ②12月21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
実技講習会応急手当講習会

　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、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Ⅲ

【各講座共通】　
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お問い合わせ／コザ運動公園総合受付
TEL.098-932-0777

　沖縄定番の島ぞうりに好きな文字や、イラストを彫り

出します！新しい趣味として、または大切な人へのプレ

ゼントに♪世界に1つだけのオリジナル島ぞうりを作り

ます！

日　　時　12月11日（土）・12日（日）

　　　　　午前9時～午後3時30分（昼休み1時間）

場　　所　沖縄市陸上競技場会議室

定　　員　各15人

対　　象　小学生以上

　　　　　※小学生は大人同伴（補助・安全確保等のため）

参 加 料　1,300円（保険料を含む）

※島ぞうりは各自ご持参ください

（参加料には含まれておりません）

申込期限　定員に達し次第締切

島ぞうり「彫ホリ」

お問い合わせ／総合型スポーツクラブサンビスカス沖縄　TEL.098-989-4695

●親子わくわく運動遊び教室
日時　12月11日（土） 午前10時～11時30分
場所　沖縄市コザしんきんドーム
対象　4歳～小学3年生の子と保護者
定員　先着12組

●大人のバレーボール教室
日時　12月13日（月） 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

●親子サッカー教室
日時　12月18日(土) 午後4時～5時30分
場所　沖縄市コザしんきんドーム
対象　4歳～小学3年生の子と保護者
定員　先着12組

●卓球交流会
日時　12月20日（月） 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

スポーツ教室・交流会

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

　フライングディスクを使ったゲームや遊びを楽し

く体験♪障がいをお持ちの方も、お持ちでない方も

一緒に楽しめる教室です。

日　  時　12月15日（水）・22日（水）　午後6時45分～8時

場　  所　コザ運動公園多目的運動場

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30人

持 ち 物　飲み物・室内シューズ・運動着

参 加 費　無料

　　　　  手話通訳あり（予定）

申込方法  電話・FAX・メール・LINE

　　　　 （電話は月～土 午前9時～午後7時）

沖縄市障がい者スポーツ教室

LINE申し込み用
QRコード

申し込み用
QRコード

【各教室共通】 参加費：1人100円（保険料）／持ち物：室内シューズ・飲物
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　12月号ですが、写真を見ると殆

ど半袖の夏スタイル！沖縄はまだ

夏です。と思っていたが、さすがに

朝は冷えてきました。毎日、シャツ

も半袖にしようか長袖にしようか

と迷っています。

　今年こそは風邪をひかないように

衣替えができますように　　　（仲）

　市立図書館で開催された舞台朗

読を取材。朗読者の表現力がとても

豊かで、物語の情景がありありと浮

かんできて感動しました。

　こういう世界もあることを知り、

また新たな楽しみを見つけた気が

しました。

　　　　　　　　　　　　　 （島）

　新しく始めたこと・挑戦したこ

とがたくさんあった一年。その中

の ひ と つ が 運 動 。『 お き は く ん

ウォーク』も活用していますが、目

標歩数に届かない日がほとんど

…。自宅でやっているのも運動と

言えないレベル。でも、楽しく継続

できているからいいんです　 （奈）

※広報おきなわ12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。

　悪天候の中行われた東部海浜大

花火。星一つ無い漆黒の空で、星に

成り代わるように瞬き、一瞬で消

え行く姿は、力強く儚かった。

　見逃してしまった方、良い時代

に生まれたようですね。 P3左下

の記事のQRコードより大花火の

動画をご覧いただけます　　 （木）

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

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

1月1日から3日までの社務所（千秋堂）の縁起

物取扱い時間は次の通りといたします。

　ご不便をおかけいたしますが、ご理解と

ご協力をお願いいたします。

　なお、泡瀬ビジュルの参拝は、通常通り24

時間いつでも可能です。

縁起物取扱い日時

令和4年1月1日（土）～3日（月）

午前7時～午後10時

令和4年1月4日（火）以降

午前10時～午後6時（通常通り）

※マスク着用、ソーシャルディスタンス確保の

　うえ、ご参拝くださいますようお願いします。

泡瀬ビジュル
正月参拝等のご案内

お問い合わせ／
泡瀬復興期成会  TEL.098-939-6265
千秋堂  TEL.098-939-4501

　表情豊かでユニークな、ほっこりする漆喰シーサーを制作

する「明遊工房(仲村明氏)」の作品展です。12月中旬には、クリ

スマスセールを予定していますので、ぜひご来店ください。

期　間　12月9日（木）～令和4年1月12日（水）

時　間　午前11時～午後7時※月曜定休・年末年始休あり

場　所　コザ工芸館 ふんどぅ（沖縄市中央1-11-2）

入場料　無料

コザ工芸館ふんどぅ ピックアップ展

お問い合わせ／
沖縄市工芸産業振興会(コザ工芸館ふんどぅ）
TEL.098-934-2213

　令和4年沖縄市消防出初式は、新型コロナウ

イルス感染拡大防止のため、規模を縮小して

消防職員・消防団員・女性防火クラブ員のみで

開催いたします。

沖縄市消防出初式

お問い合わせ／消防総務課
（内線4300）

日　時　令和4年１月9日（日）　開場:午後1時  開式:午後2時

場　所　沖縄市体育館　

対象者　市内在住の平成13年4月2日～平成14年4月1日生

　　　　まれの方

※新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を講じながら、

　式典を開催します。

※体調のすぐれない方は、式典への参加をお控えください。

※「うつらない・うつさない」ために、ワクチン接種のご検討

　をお願いします。

令和4年 沖縄市成人式典

お問い合わせ／生涯学習課
（内線 2743）

催し
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