
　沖縄の伝統民芸品である芭蕉布。蒸し暑い沖縄
には、イトバショウからできた布（芭蕉布）が欠
かせませんでした。その理由が科学によって解き
明かされます。みなさん、ぜひお越しください。

　やんばるを代表する秋のイベントとして、やんばる
特産品の展示即売などやんばる自慢が一堂に集結。県
外特別出店や各種ステージイベントが盛沢山！
日　時　10 月６日（土）、７日（日）
　　　　午前 10 時～午後７時
　　　　※展示は午後５時まで
場　所　名護市 21 世紀の森体育館前駐車場及び屋内運動場
駐車場　名護市民会館及び名護漁港臨時駐車場
　　　　（会場までシャトルバス運行）

日　時　９月 23 日（日）９時受付
　　　　９時 30 分開講式　12 時 30 分閉講式（予定）
場　所　県立石川青少年の家
参加費　一人あたり　1,000 円
内　容　パンケーキ＆アイスクリーム作り
募集人数　小学生家族８組　20 名程度
募集期間　９月 11 日（火）～９月 18 日（火）
　　　　９：00 ～ 17：00
　　　　（定員に達し次第締め切ります）
※９月 20 日（木）以降のキャンセルはキャンセル
　料 500 円が発生します。

日　時　９月 27 日（木）10：30 ～
場　所　今帰仁家畜市場
　　　　（今帰仁村字仲宗根 678 番地）
　「北部地区畜産共進会」とは、北部地区の肉用牛
等の家畜の改良成果を検証する大会です。
　北部地区畜産共進会で受賞した牛は、沖縄県畜
産共進会に北部地区代表として出品されます。興
味のある方は、ぜひお越しください。

日　時　10 月５日（金）13：30 ～ 16：00
場　所　うるま市役所　大講堂
対　象　すべての求職者（予約不要）
参加料　無料
内　容　①未経験・無資格から応募可能な正社　
　　　　　員・正社員登用制度有の求人が中心
　　　　②応募の前に職場見学の申込が可能
　　　　③就職イベント初参加の方も安心。事前
　　　　　の「活用セミナー」にて丁寧にアドバ
　　　　　イスします。

日　時　10 月５日 ( 金 )　午前 10 時～午後３時
会　場　ロイヤルホテル沖縄残波岬
　　　　（１階・プレシャスホール）
対象者　75 歳以上の後期高齢者医療被保険者
定　員　50 名（申し込みは先着順になります）
内　容　保健・栄養・運動について、後期高齢者の
　　　　方々に合った健康づくりを応援するセミ
　　　　ナーです。毎日を楽しく元気に過ごすため
　　　　の体力づくりと食生活を学びましょう。
講　師　一般社団法人健康倶楽部　沖縄支部
参加料　無料
持ち物　運動に適した服装、タオル、筆記用具
●当日、直接会場にお越しください。ホテル特製
　の昼食をご用意しております。
申込期間　８月 20 日 ( 月 ) ～９月 14 日（金）
　　　　午後４時まで（土・日・祝日を除く）
申込方法　下記の連絡先に電話でお申込ください。
※付き添い等が必要な方については申込する際に
　ご相談ください。
※応募者多数の場合は先着順となります。

内容　平成 31 年４月に高等学校、専修学校高等
　　　課程などに進学を予定している中学校３年
　　　生を対象とする奨学生の予約募集
資格　①県内に住所を有する者の子弟
　　　②中学校３年生で平成 31 年４月に高等学
　　　　校、専修学校高等課程などに進学を予定
　　　　している生徒
　　　※①及び②の条件を満たす者
申込　出願書類を中学校から受け取り、学校が定
　　　める提出期日（おおむね９月下旬頃）まで
　　　に学校へ提出

　変化の激しい時代を生き抜くためには、郷土の
自然や歴史、伝統文化に関心をもち、資質や能力
を培う機会の一つとして、隔年毎に北海道石狩市
を訪問しています。自然や歴史、文化の異なる石
狩市を訪問し、同年代の生徒と交流する経験をさ
せてみてはいかがでしょうか！
交流期間　平成 31 年２月 14 日（木）～
　　　　　２月 17 日（日）の３泊４日
派遣対象　原則として、中学校１・２年生を対象
　　　　　とし、次年度石狩市の生徒の民泊受け
　　　　　入れ可能な家庭。
自己負担　１人当たり 40,000 円
応募期間　９月３日（月）～９月 28 日（金）
　　　　　申込用紙に必要事項を記入し、各学校
　　　　　へ提出してください。

恩納村社会福祉協議会への寄付者
香典返し

■比屋根　よし子　様
　（故　比屋根 良順　様）

10 万円

人　口　11,055（＋32）
　 男　 　5,637（＋14）
　 女　　 5,418（＋18）
世帯数　  5,254（＋34）

　　2018 年７月末現在

●少年野球大会
　日にち　９月８日（土）、９日（日）
　会　場　赤間ボールパーク・
　　　　　サブグラウンド
●壮年ソフトボール大会
　日にち　９月２３日（日）
　会　場　赤間運動公園

　法務局職員、公証人、司法書士、土地家屋調査士、
人権擁護委員が無料で相談をお受けします。相談
内容についての秘密は固く守られますので、安心
して相談してください。
日　時　10 月７日（日）
　　　　午後１時から午後４時 30 分まで
場　所　那覇第一地方合同庁舎　１階共用大会議室
　　　　（那覇市樋川一丁目１５番１５号）
相談内容　不動産登記、商業・法人登記、人権、相続（遺
　　　　言）、戸籍、帰化、成年後見、供託など
相談方法　面接（事前予約制）

　沖縄公証人役場では、遺産相続問題、遺言、離
婚の法律問題で悩んでいる方々の無料法律相談を
行っています。
日　時　月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
　　　　午前９時～午後４時３０分
　　　　※公証人が出張で不在の時もありますの
　　　　で、あらかじめ電話で予約してください。
相談内容　遺言、贈与、金銭賃借、土地建物の売買・
　　　　賃貸など

　期間　９月 14 日（金）～９月 29 日（土）
　時間　午前８時 30 分～午後８時
　場所　村役場　２階会議室
※期間中、土曜日・日曜日・祝日も投票できます。

　野菜の栽培管理から病害虫防除基礎まで農業に
関する基礎的知識の習得と沖縄の農業への関心を
深め、就農意欲の向上を目的とした講座を開設し
ます。
日 に ち　10月３日（水）～10月31日（水）
　　　　　毎週水曜　全５回
時　　間　午後７時～午後８時30分
場　　所　沖縄県立農業大学校
対　　象　近い将来農業を目指す方
定　　員　70名程度
受 講 料　テキスト代（200円）
募集期間　９月3日（月）～９月25日（火）

■第 34 回やんばるの産業まつり

お問い合わせ：沖縄県立石川青少年の家
　　　　　　　☎９６４－３２６３

■お菓子作りに挑戦しよう！

お問い合わせ：やんばるの産業まつり実行委員会
　　　　　　　 ☎０９８０－５２－２４４８

お問い合わせ：北部地区畜産共進会事務局
　　　　　　　☎０９８０－５２－７０４９

■第 42 回北部地区畜産共進会

■就職フェア

お問い合わせ：㈱求人おきなわ
　　　　　　　☎８６２－３２００

■平成３１年度 高校育英貸与奨学生
　予約採用の募集

お問い合わせ：
在学している学校の奨学金担当者

お問い合わせ：沖縄科学技術大学院大学
地域連帯セクション☎９６６－２１８４

お問い合わせ：教育委員会　社会教育課
　　　　　　　☎９６６－１２１０

■第 28 回 恩納村・北海道石狩市
　交流事業について
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日時　８月 27 日（月）～９月 22 日（土）
　　　９：00 ～ 17：00
場所　ＯＩＳＴトンネルギャラリー
※入場無料・予約不要

芭
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■芭蕉布の科学　－芭蕉布展－

日時　９月 22 日（土）
　　　10：00 ～ 12：35
場所　ＯＩＳＴ　Ｂ250

お問い合わせ：恩納村選挙管理委員会
　　　　　　　☎９６６－１２００

予約・お問い合わせ：沖縄公証人役場
沖縄市美里1-2-3　☎９３８ー９３８０

予約・お問い合わせ：那覇地方法務局総務課
　　　　　　　　　　☎８５４－７９５１

申し込み・お問い合わせ：
　　　　　　　沖縄県立農業大学校
　　　　　　　☎０９８０－５２－００５０

お問い合わせ：沖縄県後期高齢者医療広域連合
　　　　　　　事業課　保健事業グループ
担当：比嘉、室田、高江洲☎９６３－８０１３

■「全国一斉！法務局休日相談所」開設

■公証事務に関連した「無料法律相談」

■期日前投票

■平成 30 年度｢夜間農業講座｣

■楽しい健康長寿教室 ～長寿ライフセミナー～

村の人口 スポーツ大会のお知らせご芳志
ありがとうございました。

沖縄県知事選挙

午前７時～午後８時
９月 30日（日）投票日
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