
村のひと
総人口 10,841人（+47）

男 5,566人（ + 4 ）

女 5,275人（+43）

世帯数 4,933戸（+60）
2015年4月末現在　（　）内は前月比

今月の「広報おんな」
▶恩納村のごみ処理について ････････････････････････････････････Ｐ３
▶福祉健康課からのお知らせ ･････････････････････････････････････Ｐ４
▶恩納村文化情報センター開館！･･･････････････････････････････Ｐ７
▶総務課　管財係からのお知らせ ･･･････････････････････････Ｐ９
▶アジア圏体験プログラム派遣事業 ･････････････････････Ｐ１２

㊗ 恩納村文化情報センター開館！！
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村博物館 電話 982-5112

恩納100 むらのきおく
洗濯板とたらい
木製の板に刻み目をほり込んだ板とたらいを使用して昔は衣類

などを洗濯していました。洗濯板を使用された“きおく”をお持ちの
方も多くいらっしゃると思います。昔の道具を見て、当時を思いだして
みませんか？博物館第２展示室でご覧いただけます。

本年度も、第２回目の『アジア圏（台湾）「文化・交流」体
験プログラム派遣事業』を実施しました。
５月４日より８日まで、台湾に小学生７名・中学生３名及
び引率を含めた総勢１５名を派遣し、地元の小中学生と
交流を行いました。
２０１１年よりビデオ通話を使って交流を行っている小
中学校（官田國民中學、嘉南國民小學、中興國民小學）
を訪ね、一緒に授業を受け、一緒に給食を食べ、休み時
間に一緒に遊びます。長年に渡る信頼関係が、このよう
な交流を可能にしました。
子供たちは、初めのうちは恥ずかしさもあってなかな
か打ち解けませんでしたが、一緒に遊んだりしながら、す
ぐさま仲良くなっていきます。教科書を見せてくれたり、身振り手振りで問題の意味を説明してくれたりと、言葉を超
えたコミュニケーションが生まれていました。
また、交流先の官田地区は台湾に多大な貢献をした八田與一ゆかりの地であり、この地域を台湾有数の穀倉地帯
とした烏山頭ダムがあります。それらの見学も大事な研修でした。
言葉の通じない授業に参加し、事前研修で準備したエイサーやかぎやで風を披露し、写真を使ったプレゼンテー
ションを行い、宿舎では反省会や新聞の作成など、めまぐるしい日々を送ったにもかかわらず、帰国後の那覇から恩
納村に向かうバスの中ではまだ興奮冷めやらず、「もっと居たかった」「今度は一人で行く」という声が飛び交っていま
した。ここに、今回の派遣事業の結果が表れていると感じたところです。 

其の五十六

アジア圏（台湾）「文化・交流」体験プログラム派遣事業第２回

6月
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問合せ先　村民課 生活環境係 ＴＥＬ ９６６－１２０５

交付用件
①村内に住所を有し、かつ、１年以上居住している者。
②処理機の適切な管理ができる者。
③生ごみからできた堆肥を自家処理できる者。
④村税の滞納がない者。
⑤処理機の数は、一世帯につき一基に限る。
⑥５年間は新たに助成金を受けることはできない。

【リサイクル工房の利用について募集】

経費区分 金　額 村民1人当たり
年間負担金額

1世帯当たり
年間負担額

ごみ収集運搬等諸経費 2,136万円 1,979円 4,411円

負担金
ごみ処理経費 1億6,221万円 15,028円 33,495円

最終処分費 431万円 400円 890円

ごみ処理総事業費 1億8,788万円
（1億8,945万円）

17,407円
（17,643円）

38,796円
（39,985円）

種　類 平成25年度 平成26年度 前年度比較

缶　類 65㌧ 63㌧ -2㌧

金属類 43㌧ 36㌧ -7㌧

びん類 220㌧ 227㌧ 7㌧

ペットボトル 37㌧ 40㌧ 3㌧

蛍光管 4㌧ 4㌧ 0㌧

乾電池 4㌧ 5㌧ 1㌧

スラグ 378㌧ 391㌧ 13㌧

メタル 3㌧ 3㌧ 0㌧

合　計 754㌧ 769㌧ 15㌧

種　類 平成25年度 平成26年度 前年度比較

飛　灰 173㌧ 196㌧ 23㌧

ごみの種類 平成25年度 平成26年度 前年度比較 村民1人当たり
1日の排出量

1世帯当たり
1日の排出量

可燃ごみ 4,696㌧ 4,907㌧ 211㌧ 1,245.5㌘ 2,775.9㌘
不燃ごみ 87㌧ 97㌧ 10㌧ 24.6㌘ 54.9㌘
粗大ごみ 86㌧ 51㌧ -35㌧ 12.9㌘ 28.9㌘

資源
ごみ

缶　類 75㌧ 74㌧ -1㌧ 18.8㌘ 41.9㌘
びん類 230㌧ 237㌧ 7㌧ 60.2㌘ 134.0㌘
ペットボトル 43㌧ 45㌧ 2㌧ 11.4㌘ 25.4㌘
古紙類 0㌧ 0㌧ 0㌧ 0㌘ 0㌘

合　計 5,217㌧ 5,411㌧ 194㌧ 1,373.4㌘ 3,061.0㌘

【恩納村のごみ処理経費・ごみ搬入量・資源化量等について】
中部北環境施設組合に搬入された平成２６年度のごみ量は、前年度と比較して微増しています。ここ数年
概ね横ばいの状況にありますが、村民一人当たりのごみ処理に係る経費が多額であります。より一層恩納村
が推進するごみ分別、リサイクルの取り組みを徹底し、ごみの減量化を図る必要があります。

リサイクリンちゃん

○ごみ減量に向けた４R運動の取り組みにご協力をお願いします。
・リデュースのR…ごみを減らそう ・リユースのR…繰り返し使おう
・リサイクルのR…資源として活かそう ・リフューズのR…ごみになるものを断ろう

①平成２６年度ごみ処理経費　※(　)内の数値は平成25年度実績です。 ③資源化量

④最終処分量

②ごみ搬入量

※平成27年3月末の人口10,794人、世帯数4,843世帯、平成26年3月末の人口10,738人、世帯数4,738世帯です。　※端数処理をしている為、数値が一致しない場合があります。
※資源化量の金属類は、不燃ごみ・粗大ごみから破砕・分別して出てきたものです。　※資源ごみ搬入量と、資源化量の数値の違いは、手選別作業による異物除去のためです。
※負担金とは、ごみ処理事業を行う為に必要な経費を恩納村から中部北環境施設組合にあてる、ごみ処理経費です。

【問合せ先】　中部北環境施設組合　☎972-6619

組合のリサイクル工房内にあるパッチワーク工房を利用してみませんか。下記の条件等で募集します。
　○恩納村及びうるま市の住民で構成する団体（任意で可）に限ります。　○販売・営利を目的とした利用は出来ません。
　○そのほか利用方法については、組合の指示に従うこと。
【活用例】資源ごみで回収された衣類を活用し，パッチワーク、マイバックや布草履作り、衣服のリフォーム等々
＊詳細については、お問い合せください。

生ごみ処理機購入奨励助成金について
恩納村では、生ごみの堆肥化等を促進し、その減量を図る事を目的に、家庭用生ごみ処理機を購入しよう
とする方に対し助成金を交付しています。

助 成 金 処理機1基当り購入額の２分の１。ただし、助成
限度額を３万円とする。

定　　員 ３名（予算に達し次第終了します）
申込方法 完納証明書（村民税、固定資産税、軽自動車税）
 住民票（謄本）
 印鑑（認印も可）
 助成金交付申請書（窓口にて）

助成金の交付を受けようとする者は、事前に交付申請が必要
です。
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恩納村学校支援地域本部よりお知らせ

子どもたちの学びのサポーター（＊＾。^ ＊）

いつでも大募集中！
　昨年度よりスタートした学校支援地域本部事業では、村内各学校の要請に基づき、

○環境美化支援【校庭の剪定作業／施設・備品の小修繕など】

○学習支援【方言指導／地域行事・平和学習の講師／地域めぐりガイド／図画／書道／

ミシン／調理実習／部活動支援など】

が行われ、４３回の支援で、のべ６８人の地域の方が学校支援ボランティアとして活躍しました。

（部活動支援など継続的に行われているものを含めると、活動回数、人数はそれ以上にのぼり

ます！！）たくさんのご支援、大変ありがとうございました！

　今年度もこの活動を通して、多くの方々に学校へ足を運んでいただき、恩納村の将来を担う

子どもたちの育成に関わっていただきたく、子どもたちのサポートをして下さる地域の先生を

随時募集しています！学校支援ボランティアの活動に興味をお持ちの方、どうぞお気軽に

ご連絡ください。お待ちしています！！

4月 村長の主な動き 村長交際費支出内訳
今月合計　102，974円１日 平成27年度・職員辞令交付式、

ホテルムーンビーチ海開き安全祈願祭、
北部広域市町村圏事務組合

２日 平成27年度・教職員辞令交付式
４日 第20回北部地区少年野球選手権大会、

ＯＮＮＡＧＯリゾートビーチビレッジ海開き
６日 日本赤十字地区・分区長会議、

沖縄防衛局局長との懇談会
８日 安富祖小中学校入学式
10日 村商工会青年部通常総会
13日 航空自衛隊・第５高射部長谷部副指令表敬
14日 末永内閣府政策統括官表敬
15日 庁議、村産業まつり・うんなまつり総会
16日 村無縁墓清明祭、ＣＧＧ総会、

㈱まえだ「海の安全祈願祭」

17日 沖縄国道協会理事会
18日 村婦人会定期総会、

金秀シニア沖縄オープン2015ゴルフトーナメント表彰式
19日 金秀シニアプロ・アマ戦
20日 区長会・新年度あいさつ
22日 海浜公園・亀の浜開店５周年記念祝賀会、

石狩市長との懇談会
23日 村文化情報センター開館セレモニー
24日 こいのぼり掲揚式、

恩納村むら興し協議会通常総会
27日 三連協、内閣府・防衛省表敬29日まで
30日 中部北環境施設組合正副管理者会議、

北部市町村会総会、
平成27年度　沖縄振興拡大会議

沖縄防衛局との行政会議
▶10,000円
米軍不動産部年度初めの村長表敬
▶2,974円
キャンプ・ハンセンに係る
再編交付金要請
▶40,000円
文化情報センター会館に伴う
石狩市関係者との懇親会
▶50,000円

《平成２６年度の活動より》

ボランティア登録＆問合せ ： 学校支援地域本部（社会教育係内）☎９６６－１２１０（担当：安永）

図画ゲストティーチャー 地域の名人、
剪定ボランティア

地域の先輩によるお話 地域めぐりガイド

02408号



【問合せ先】 福祉健康課 国保係 ☎０９８－９６６－１２０７

平成２７年度国民健康保険（国保）制度が改正されます。
保険税の軽減措置の拡充
国保税は、前年度の所得が一定の基準を
下回っている場合に、国保税の均等割額
と平等割額が所得に応じて２割・５割・
７割軽減されています。
平成２７年度からは２割と５割の軽減
基準が変更され、軽減対象世帯が広く
なりました。

賦課限度額の引き上げ
国の制度改正により平成２７年度から、医療分の限度額が５１万円から５２万円に、後期高齢者支援金分の
限度額が１６万円から１７万円に、そして介護分の限度額が１４万円から１６万円に引き上げられます。

軽減
基準 これまでの軽減判定所得 平成27年４月からの

軽減判定所得

７割 基礎控除額（33万円）以下 基礎控除額（33万円）以下

５割 33万円＋24.5万円×
（世帯主を含む被保険者数※１）

33万円＋26.0万円×
（世帯主を含む被保険者数※１）

２割 33万円＋45万円×
（世帯主を含む被保険者数※１）

33万円＋47万円×
（世帯主を含む被保険者数※１）

国保税賦課
限度額の引き上げ 医療分（Ａ） 後期高齢者支援金

賦課（課税）分（Ｂ）
介護納付金賦課
（課税）分（Ｃ）

合計
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）

平成２６年度まで ５１万円 １６万円 １４万円 ８１万円
平成２７年度以降 ５２万円（＋１万円） １７万円（＋１万円） １６万円（＋２万円） ８５万円（＋４万円）

みなさんひとり一人の納税が恩納村を支えています。

 村・県民税 第１期分の
　納期限は６月３０日（火）です。
村・県民税は

全国のコンビニおよび
 ゆうちょ銀行で納付できます

便利な口座振替も
おすすめです！！

※今後とも納付期限内の納付へのご協力をお願いします。
【問合せ先】 税務課 ☎０９８－９６６－１２０６

納めることのできるコンビニエンスストア

・ファミリーマート・ローソン・ココストア
・くらしハウス・サークルＫ・タイエー・ポプラ・サンクス・エブリワン・スリーエフ・セーブオン
・コミュニティストア・ハセガワストア・ミニストップ・セイコーマート・スリーエイト
・ニューヤマザキデイリーストアー・ヤマザキデイリーストア・ＭＭＫ設置店・セブン－イレブン
・ローソンストア１００・ヤマザキスペシャルパートナーショップ・生活彩家・デイリーヤマザキ
・スパー北海道

ゆうちょ銀行以外の恩納村指定金融機関の口座振替払届出書が納付書についてます。記入後、役場税務課又は村指
定金融機関にお持ちください。

※ただし下記の場合は、コンビニエンスストアでは納めることが
できませんのでご注意ください！
●納付期限が過ぎたもの　●金額が３０万円を超えるもの
●バーコード表示がないもの又は読み取りできないもの
●金額を訂正したもの

※１…被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行
した者も含まれます。
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「臨時福祉給付金」（簡素な給付措置）や「子育て世帯臨時特例給付金」の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐欺”にご注意ください。

ご自宅や職場などに市区町村や厚生労働省（の職員）などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わずお住まいの市区町村や最寄りの警察署

（または警察相談専用電話［＃９１１０］）にご連絡ください。

子育て世帯臨時特例給付金について

子育て世帯臨時特例給付金のご注意

参　考　児童手当所得制限限度額（平成24年６月分の手当より）

❶支給対象者
平成２７年６月分の児童手当（特例給付を除く。）を受給される方が対象です。
※特例給付（児童を養育している方の所得が児童手当の所得制限限度額以上の場合に、児童１人当たりの月
額５，０００円を支給しているもの）を受給される方は、対象となりません。

※児童手当の認定請求を失念する等して、平成２７年６月分の児童手当の対象となる児童分の支給が受けら
れない方についても、支給対象になり得るので、平成２７年５月３１日時点で住民票のある市区町村の窓口
にご相談ください。

❷対象児童 支給対象者の平成２７年６月分の児童手当の対象となる児童
❸支 給 額 対象児童１人につき３，０００円
❹基 準 日 平成２７年５月３１日
❺申請方法 ６月に行われる児童手当の現況届の手続きとあわせて、窓口にて行います。
❻提出書類
①印鑑　②申請者の方の本人確認書類（住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等）の写し
③受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人（カナ）が分かる通帳やキャッシュカードの写し
※②、③については、児童手当振込口座への振込みを希望する場合など、省略できる場合があります。

●「１．支給対象者」の要件に当てはまらない方で、ＤＶ被害者や児童福祉施設等に入所している児童は、恩納
村で申請を受け付けることができる場合がありますのでご相談ください。
●公務員の方は、基準日（平成２７年５月３１日）時点で住民票が恩納村にある方が対象です。（勤務先から案内
がありますので、そちらもご確認ください。）

ご自宅や職場などに市区町村や厚生労働省（の職員）などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず
お住まいの市区町村や最寄りの警察署（または警察相談専用電話［＃９１１０］）にご連絡ください。

「臨時福祉給付金」（簡素な給付措置）や「子育て世帯臨時特例給付金」の
“振り込め詐欺”や“個人情報の詐欺”にご注意ください。

扶養親族等の数 所得制限限度額（万円） 収入額の目安（万円）
０人 622 833.3
１人 660 875.6
２人 698 917.8
３人 736 960.0
４人 774 1002.1
５人 812 1042.1

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

（注）１．所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額
（所得額ベース）は、左記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族
１人につき６万円を加算した額。

２．扶養親族数の数が６人以上の場合の限度額（所得額ベース）は、５人を超えた１人
につき３８万円（扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であると
きは４４万円）を加算した額。

※児童を養育している方の所得が左記の額以上の場合、児童手当法の附則に基づく特例
給付（児童１人当たり月額一律５，０００円）を支給します。

集団　乳がん・子宮頸がん検診のご案内

【問合せ先】 福祉健康課 健康づくり係　電話 ： ９６６―１２０７
８０歳以上の受診希望の皆様へ…受診券は、当日検診会場で発行しますので、直接会場へお越しください

●検診日 ： ６月１８日（木）受付時間　午後１：３０～２：３０
●会　場 ： 恩納村総合保健福祉センター
●持参物 ： 受診券（ピンク色封筒入り）※無料クーポン券対象者は、必ずクーポン券も持参
★受診券は５月に郵送していますが、紛失した方や届いていない方は担当課までご連絡ください。

04408号
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文化情報センターの書棚等について

恩納村文化情報センターオープニングセレモニー

0607 408号 408号
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月５日の子どもの日を前に、村役場前にてこいの
ぼり掲揚式が４月２４日に行われました。

　式には６保育施設の園児らが集まり、「こいのぼり」と
「幸せなら手を叩こう」の２曲を元気よく歌ったあと、
長浜村長、當山社会福祉協議会会長や関係者と一緒に
こいのぼりを掲揚しました。
　また、長浜村長、當山社会福祉協議会会長から子ども
達へおかしのプレゼントがあり、子ども達は嬉しそうに
受け取っていました。

月２３日に恩納村文化情報センターが開館いたしました。当日、オープニングセレモニー
と北海道石狩市との友好図書館調印式典が行われました。

　オープニングセレモニーでは、文化情報センターマスコットキャラクター「よむぞう」の
命名表彰や、山田保育所の園児による開館宣言とくす玉割などが行われました。

　　　好図書館調印式典では、
　　　田岡石狩市長、長浜村長
立ち会いのもと石狩市民図書館、
文化情報センター両館長による
協定書への調印が行われました。
　また、石狩市の方による１７０食
の石狩鍋の振舞いもあり、にぎや
かなオープニングを飾ることが
できました。

　　　連イベントとして５月３日に、ピース 又吉直樹氏
　　　によるオープニング記念講演会「人生を豊かにす
る読書」が行われました。
　読書家でも知られる又吉氏は自身の読書に対する思い
や、読書の奥深さなど、お笑い芸人ならではのトークで
会場を笑いに包みました。講演の最後には来場者からの
質問に答えるなど、大盛況で終えることができました。
　参加者から「帰宅したら、本を早く読んでみたい気持
ちにかられました。この気持ちを子供たちにも伝えたい
です」などの感想をいただきました。

　　　納村文化情報センターには現在、約
　　　３万冊の本が収納されていますが、
文化情報センターに設置された書棚やカウ
ンター、閲覧テーブルなどの備品は沖縄防
衛局の「特定防衛施設周辺整備調整交付金」
事業を活用し整備されました。

5４

友

関

恩

子どもの健やかな成長を願い
こいのぼり掲揚式！

ゴーヤー作戦（国道５８号） 　　　月８日、なかゆくい恩納駅に
　　　おいて、山田保育所や石川地
区交通安全協会、石川警察署、石川

地区交通安全母の会、地域住民、関係団体参加による
交通安全ゴーヤー作戦が行われました。
　ゴーヤーの日にちなみ、参加した方々・山田保育所の
児童によりゴーヤージュースがなかゆくい恩納の駅を
訪れた方々へ配られました。



　現況届は現在、児童手当を受けている方の所得状況、児童の養育状況を確認し、引き続き受けられるかを決定する大切な届
出です。
※この届出の提出がない場合には、６月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

受　付　日　付 行　　政　　区　　名

６月１５日（月）
　 　～ ６月１９日（金）

北
部 名嘉真、喜瀬武原、安富祖、瀬良垣、太田、恩納、南恩納、谷茶にお住まいの方

６月２２日（月）
　 ～ ６月２６日（金）
※２３日は休み（慰霊の日）

南
部 冨着、前兼久、仲泊、山田、真栄田、塩屋、宇加地にお住まいの方

必要書類 備　　　考

① 現況届通知書

② 印鑑 シャチハタ印では受付できません

③ 受給者（口座名義人）の健康保険者証の写し 厚生年金等加入の方のみ

④ 平成２７年度　所得課税証明書
平成２７年１月１日に恩納村に住民登録がない方のみ
平成２７年１月１日に住民登録していた市町村で発行してもらう

⑤ 住民票謄本
平成２７年６月１日において、児童が恩納村外に住んでいる場合
（本籍・続柄の記載があるもの）

⑥ 在留カード又は外国人登録証 外国籍の方のみ（受給者と児童分）

① 受付日程表

② 受付時間
　　（午　前）　　９：００ ～ １１：３０ まで　　（午　後）　 １３：３０ ～ １７：００ まで

③ 受付場所
　 福祉健康課　地域福祉係（１F）

④ 提出書類

※受付期間中は窓口が混み合う事が予想されますので、あらかじめ時間に余裕をもってお越しください。

【問合せ先】　福祉健康課　地域福祉係　　☎098－ 966－ 1207

【問合せ先】福祉健康課　健康づくり係　☎098－ 966－ 1207【問合せ先】総務課　☎098－ 966－ 1200

応募資格：１８歳以上の恩納村民 

募集期間：平成２７年６月１日～７月６日

応募方法：村広報と一緒に配布されるチラシ裏面
の参加申込書にご記入の上、

　　　　　①役場又は公民館に提出（コピー可）。
②メールで申し込む。
（詳細はチラシ裏面をご覧ください）。

記録期間：７月１２日～８月３１日

貯歩っとレースとは？
　村民の健康づくりを目的に毎年開催してい
ます。
　今年度は職場のみなさんでの参加ができる
ようになりました！家族で運動を始めるきっ
かけに、またはいつものお散歩を少し違った
かたちで楽しんでいただけたら嬉しいです♪
　約２ヵ月間の歩数を記録用紙に記録しても
らい、合計歩数の多かった個人・区・職場は
健康福祉まつりで表彰致します。

恩納村メール 登録方法のご案内
恩納村では、防災情報などを携帯電話やパソコンにメールでお届けす
る、無料のサービスを行っております。この機会にぜひご登録ください。

ご不明な点がございましたら、右のQRコードを読み取るか、
下のURLに直接アクセスして「よくあるお問い合わせ」の
ページをご覧ください。

https://service.sugumail.com/onna/faq/m/

ご登録の前に 
恩納村メールには、メール配信サービ
スの利用規約に同意していただいた上
で、ご登録をお願いいたします。
また、携帯電話で迷惑メール対策の
設定をされている場合は、次の２つ
の設定を行ってからご登録をお願い
いたします。

●「vill.onna.okinawa.jp」 ド メ イ
ンからのメールの受信を許可する

●URL付きメールの受信を許可する

※迷惑メール対策をしていない場合
でも、手順③で「仮登録完了のお
知らせ」メールが届かなければ、
上の２つの設定をお願いします。

❶
QRコードを携帯電話のバーコード
リーダーなどで読み取り、表示された
URLにアクセスします。

❹
利用規約をご確認いただき、「メール配
信に同意する」ボタンをクリックしま
す。

❺
配信カテゴリを選択して「次の画面へ」
ボタンをクリックします。

❻
登録するエリアを選択して「次の画面
へ」ボタンをクリックします。

❼
内容を確認し、「入力内容を登録する」
ボタンをクリックします。

❽
「ご登録ありがとうございました」と表
示されたら、登録は完了です。
別途、「本登録完了のお知らせ」メール
が届きます。ご確認ください。

❷
「メールを送信する」をクリックします。

❸
メール送信画面で、変更を行わずメー
ルを送信します。「仮登録完了のお知ら
せ」メールが届いたら、URLをクリッ
クして本登録サイトにアクセスします。

QRコードを読み取れない方は、次
のURLにアクセスしてください。

恩納村メール 登録用URL
https://service.sugumail.
com/onna/

本登録はコチラからお願いします。
https://service.sugumail.com/onna/m/u/n/・・・・

❸ヘ

❻ヘ
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くらしの情報Information

沖縄科学技術大学院大学
Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University

放送大学１０月生募集のお知らせ

恩納村社会福祉協議会へのご寄附大変ありがとうございました。

自然とふれあう家族のつどい
「親子でカヌー・バナナボート体験」

親子で野外料理に挑戦しよう

子供アドベンチャー消防設備士試験

税務職員を装った不審な電話にご注意ください！

　沖縄科学技術大学院大学（OIST）は世界レベルの科学技術の教育・研究を行う大学院大学です。教員と学生、
そして研究員の半数以上が外国人であり、教育と研究は全て英語で行う国際的な大学でもあります。OIST
では物理、化学、生物学、脳の研究等の先端的な研究が進められています。自由見学やガイド付のキャンパス
ツアー、アート作品展やコンサートも無料で開催しておりますので、ぜひお立ち寄り下さい。

香典返し　　池宮城　安　子 様 より　（故 仲　村　好　榮）　100,000 円
香典返し　　比　嘉　律　子 様 より　（故 瀬良垣　シ　ズ）　100,000 円
香典返し　　松　田　和　子 様 より　（故 松　田　健　徳）　  50,000 円

　放送大学では、平成２７年度第２学期（１０月入学）の学生を募集しています。
　放送大学はテレビ等の放送やインターネットを利用して授業を行う通信制の大学です。心理学・福祉・経済・
歴史・文学・自然科学など、幅広い分野を学べます。
出願期間：第 1回は８月３１日まで、第２回は９月２０日まで。
　　　　　資料を無料で差し上げています。
お気軽に放送大学沖縄学習センターまでご請求ください。放送大学ホームページでも受け付けております。

1. 日　　時：平成２７年７月２５日（土）　９：００～１２：３０
2. 募集人数：小学生以上の家族３０名程度
3. 参加費用：１人あたり、2,500 円（保険料その他）
4. 申込期間：平成２７年７月７日（火）～７月１５日（水）９時～１７時まで

1. 日　　時：平成２７年７月１１日（土）～12日（日）
2. 内　　容：野外料理・キャンプファイヤー・登山
3. 募集人員：小学生以上の家族　１５組
4. 参加費用：１人あたり 2,000 円
5. 申込期間：平成２７年７月１日（水）～７月７日（火）

1. 日　　時：平成２７年８月１１日（火）～１４日（金）
2. 内　　容： 野外料理・キャンプファイヤー・登山・

カヌー・バナナボート・世界遺産見学
3. 募集対象：小学４年生～６年生４０名（定員に達し次第締め切り）
4. 参加費用：9,000 円
5. 申込期間：平成２７年７月２１日（火）～８月４日（火）

1. 試験日：平成２７年７月１２日（日）
2. 試験の種類：甲種（特類、第１類～第５類）
　　　　　　　 乙種（第１類～第７類）
3. 試験会場：琉球大学
4. 願書受付期間：平成２７年６月５日（金）～６月１２日（金）

　「アンケート」、「年金受給調査」と称する不審な電話が増えています！
　国税局や税務職員を名乗る者から電話があり、アンケートなどと称して年齢や家族構成、年金の受給状況や預
金口座の情報などを聞き出そうとする事例が発生しています。
このような電話は、詐欺事件につながる可能性がありますので、ご注意ください。
ご不審な点があるときは、即答を避け、最寄りの税務署または警察署にお問合せください。

問合せ先：沖縄科学技術大学院大学　地域連携セクション
恩納村字谷茶 1919 － 1　TEL 098-966-2184　FAX 098-966-2887
イベントやOISTに関するいち早い情報はこちらでゲット！→http://www.oist.jp/

問合せ先：名護税務署　総務課　TEL0980-52-2920
国税庁ホームページ　http://www.nta.go.jp

問合せ先：放送大学沖縄学習センター　TEL：098-895-5952

問合せ：恩納村商工会　☎ 098-966-8258（本件にかかる受付時間 : 平日の９時～１７時）

問合せ先：沖縄県立石川青少年の家　担当　上運天
TEL : 098-964-3263　FAX : 098-964-5663

問合せ先：沖縄県立青少年の家　担当　運天
TEL : 098-964-3263　FAX : 098-964-5663

問合せ先：沖縄県立石川青少年の家　担当　運天
TEL : 098-964-3263　FAX : 098-964-5663

問合せ先：（一財）消防試験研究センター沖縄県支部
TEL : 098-941-5201

キャンパス見学（無料） イベント情報

●ガイド付キャンパスツアー （所要時間１時間程度） 
月曜日　13:30 － 14:30　　水曜日　10:30 － 11:30
金曜日　13:30 － 14:30 
＜ツアーの内容＞
大学院大学の概要説明・施設の案内
＜予約方法＞
インターネットで予約可
もしくは電話で予約：098-966-2184

■読谷山焼　北窯アート作品展
北窯×OIST ～伝統と科学～
５月１８日（月）～７月３１日（金）
毎日　９：００～１７：００
OIST キャンパス
読谷山焼　北窯による陶器の作品とその技法を科学的に分
析したポスター展示、その他、浦添工業高等学校写真部に
よる北窯の写真展を開催中

OISTコンサート　“サマージャズナイト ”
石井彰トリオ
６月２５日（木）　　開場１８：３０　開演１９：００
OIST キャンパス　センターコート

予約不要

●ガイドなし自由見学
事前予約不要。正面玄関受付にて名前をご記入後、パス（入
館証）をお受け取りお進みください。

＜見学可能日時＞
月曜日～日曜日（祝祭日も含む）　9:00 ～ 17:00

入場無料

入場無料

恩納村商工会設立40周年記念

30%プレミアム付き商品券　おんなだけ

158の村内加盟店でご利用頂けます。
使えるお店はこちら⬇　

http://www.onnanavi.jp/（恩納村商工会HP）
お得なクーポンが使えるお店もありますよ
簡単なアンケートにご回答頂いた方の中から抽
選で、30名様に北海道石狩市（姉妹都市）に
ちなんだ銘品をプレゼント！

くらしを彩る使い道がいっぱい！

仲間との語らいに！

特別な日の思い出に！

エアコンの
買いかえに

！

自分へのごほう
びに！

毎日のおしゃれに！

お中元に
！
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