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【締　切】11月 30日（月）

【応募先】 〒９０４－０４１１　恩納村字恩納５９７３番地

　　　　　（一社）恩納村観光協会　写真コンテスト係

【応募資格】 プロ、アマチュアは問いません。

【応募条件】 応募者本人が 2019 年 12 月以降に村内で撮影し、　 

 未発表のもの。

 ※他のコンテストで過去に入賞した作品及び応募中 

 　の作品は応募不可とします。

 ※おひとり３点まで応募できます。

応募フォームは
こちらから！

「恩納村」をテーマにした作品を募集しています。

海・山・人・地域風景などあなたが伝えたい「恩納村」の

魅力をお待ちしています。

ナビーに届け！
作品
募集中

●応募方法や作品規定など詳しくは、村観光協会へお問い合わ

　せください。

恩納村観光協会　☎９６６－２８９３お問い合わせ

　恩納村の特産品等を積極的に活用した商品の販売を行う

テナント出店者を募集します。

お問い合わせ
万座毛株式会社（恩納公民館内第２会議室）

〒９０４－０４１１　恩納村字恩納２５２４番地　　☎９６６－８０８０

●その他、詳しくは万座毛株式会社へ

　お問い合わせください。

万座毛周辺活性化施設内店舗出店者  募集

応募資格　村内在住で法人及び個人

応募方法　必要事項を記入し、郵送又は持参

契約形態　指定管理者へ施設使用許可申請を行う

契約期間　１年間とする（出店日より起算）

募集内容　万座毛周辺活性化施設内１階

　　　　　１～３店舗を公募

面　　積　最大約 45 ㎡（分割可）

　　　　　約 15 ㎡×３店舗

募集期間 ８月３日（月）～９月 30 日（水）

 午後３時まで



むらの話題

　新型コロナ禍の中、保育園や学童等で頑張っ

ている園児、児童、先生、利用者の皆さんを

応援したいと、大奨電設様からスイカ 30 玉の

寄贈がありました。

　村内の保育所や学童クラブなど、計 10 か所

に配られ、子どもたちは笑顔いっぱいに甘い

スイカを味わいました。

　子どもたちからはお礼の手紙が贈られました。

　７月７日、株式会社ハックルベリージャパ

ン（内原靖夫代表取締役）から、うんな中学

校へスイミングゴーグルの贈呈がありました。

　宜志富清博校長は「６月から始まった水泳

指導に活用し、泳力の向上に役立てたい」と

感謝を述べました。

　６月 13 日、恩納中学校 22 期生（1970 年卒業）

から、卒業 50 周年を記念して、うんな中学校へ

テントの寄贈がありました。宜志富校長は「素

敵な校章入りのテントで、いろいろな学校行事

で大切に活用していきます」とお礼の言葉があ

りました。

美味しいスイカを
頂きました！ ゴーグル寄贈

　令和元年 10 月 31 日未明に発生した火災により、首里城正殿をはじ

め７棟が焼失しました。沖縄の歴史と文化を象徴する首里城の修復・

再建を目的に恩納村においても募金箱を設置しました。その結果、多

くの方々より募金が寄せられました。

　また、村内外の方々から支援金をお預かりし、首里城再建支援寄付

金 5 , 0 00 , 0 0 0 円を沖縄県へ送金しましたのでご報告いたします。

うんな中学校へテントの寄贈

首里城再建支援募金について（報告）

給付金のサギに注意！絶対に教えない！渡さない！

　「新しい生活様式」とは、新型コロナウイルス感染防

止の３つの基本である①身体的距離の確保②マスクの

着用③手洗いの実施や「３密（密集、密接、密閉）」を

避ける、等を取り入れた日常生活このこと。

※３ 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受

けている方だけでなく、児童扶養手当の申請を

していれば、令和２年６月分の児童扶養手当の

支給が全額又は一部停止されたと推測される方

も対象となります。

①令和２年６月分の児童扶養手当が支給される方

②公的年金等※２を受給しており、令和２年６月分の

児童扶養手当の支給が全額停止される方※３

③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急

変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方

と同じ水準となっている方

　恩納村では、保育所にお子さんを預けているご家庭への経済的な支援といたしまして、４月から９月までの保育料の

免除又は補助を行うことと致しました。

①恩納村に直接保育料を納めている

方（村立保育所・恩納村オリーブ

保育園・風の森保育園に在園して

いる方）

　　６月からの保育料を徴収無しと

し、すでにお支払いした保育料（４

月・５月分）については、お返し

いたします。還付請求の手続きが

必要になります。役場から後日ご

連絡いたします。

◆対象は保育料のみです。その他実費徴収分につきましては対象外となります。③に該当する方で「保育料」と「給食

費や教材費など」を一括して徴収されている場合は、その内訳が分かる資料や施設への確認をお願いします。

　特別定額給付金の申請には期限があり、期限を過ぎ

ると受給できません。

　お手元に申請書がある方は早めの申請をお願いしま

す。申請書が届いていない方はお問い合わせください。

特別定額給付金 の申請はお済みですか？

※当日消印有効

８月17日（月）令和２年

申請期限

村や国、県が以下を行うことは絶対にありません！
● 現金自動預払機（ATM）の操作をお願いすること　● 受給にあたり、手数料の振込を求めること

● メールを送り、ＵＲＬをクリックして申請手続きを求めること

お問い合わせ：福祉課　☎９６６－１２０７

１世帯５万円、第２子以降１人につき３万円

ひとり親世帯臨時特別給付金について

お問い合わせ：福祉課　母子保健係　☎９６６－１２０７

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う支援として保育料の免除及び補助について

お問い合わせ：恩納村特別定額給付金事業対策班　☎９６１－０４３０

熱中症予防×コロナ感染防止で

「新しい生活様式」を健康に！

②施設に保育料を納めている方

（村外認定こども園・家庭的保

育事業所稲穂・村外小規模保

育施設等）

　　施設からの徴収については

お支払いいただき、その後支

払ったことが分かる証明書（領

収書や引落口座のコピーなど）

を添付し、指定様式にて請求

していただきます。

③村内外の認可外保育施設等へ通わ

せている方

　　０歳～２歳児の課税世帯で保育

の必要性があると認められる方を

対象に、施設へ保育料を支払った

ことが分かる証明書（領収書や引

落口座のコピーなど）を添付し、

指定様式にて請求して頂きます。

※勤務証明書等の書類を提出する必要

　があります。

【基本給付】
児童扶養手当を受給している

ひとり親世帯等の方への給付※１

※１ 児童扶養手当法に定

める「養育者」の方

も対象となります。

※２ 遺族年金、障害年金、

老齢年金、労災年金、

遺族補償など

●マイナンバー●キャッシュカード　

●暗証番号　 ●通帳　●口座番号　

給付額

（①～③のいずれかに該当する方）給付金対象
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　毎週土曜日、11 時から２階図書フロアおは
なしの部屋で開催しています。

※参加者同士の間隔を開け、密にならないよ
う配慮しながら行います。
※状況により中止になる場合があります。

ホームページ Facebook

８月のおすすめ本

お問い合わせ：恩納村文化情報センター　☎９８２－５４３２

　東日本大震災津波を経験した子ど
もたちが高校生になり、当時の出来

事や伝えたい防災の知識をまとめた防災の絵本です。
　岩手県立大槌高等学校より寄贈していただきました。書店で
は販売されていない貴重な絵本です。ぜひ、ご覧ください。

絵本フェスタのお知らせ

まっくらおばけさがし

　パーソナル知育絵本の共同実験を行っているＮＴＴ印刷さ
ん、NTT コミュニケーション科学基礎研究所さんとの共催で
イベント「絵本フェスタ」を開催します。

　NTT コミュニケーション科学基礎研究所の絵本検索システムで、お子さんの本選びをあらゆる
視点からサポートしてくれます。県内での導入は初めてで、全国でも「ぴたりえ」に会えるのは
２館だけです。期間中だけ特別に利用することができますので、ぜひこの機会にお試しください。

　閉館後のまっくらな図書館でクイズに挑戦しながら
探検しよう！
日時　８月６日（木）19：00～ 20：00
場所　文化情報センター
定員　30人　※事前受付が必要
受付　情報センター２階カウンター又は電話

おはなし会

地域づくり支援助成事業〈追加募集〉
　広報おんな７月号５ページ「新型コロナウイル
ス感染症対策」のマスク寄贈者の氏名に誤りがあ
りました。

（誤）内原　昌幸　氏　（正）石原　昌幸　氏

　関係各位及び読者の皆様にはご迷惑をお掛けし
ましたことお詫び申し上げます。

３日、１１日、１２日、１７日、
２４日、３１日
２０日（資料整理日）
※状況により変更になる場合があります。

8月の休館日

10：00～ /13：00～ /15：00～
（計３回　各１時間程度）　※申込が必要です。

・人気絵本作家のかしわらあきおさんと仕掛け絵本をつくろう！

・みんなで恩納村の海を描こう！
・オリジナルねんねアートで写真をとろう！
・絵本検索システム「ぴたりえ」を使った絵本さがし

《イベント内容》

『 伝えたいこと
  あの日、私は小学２年生だった 』

ぴ
た
り
え

っ
て
な
に
？

日時　８月２日（日）
場所　恩納村文化情報センター、博物館

９：00～17：00

お詫びと訂正

お問い合わせ：企画課　☎９６６－１２０１

●詳しくは、村ホームページをご覧ください。

募集期間：７月 13日（月）～８月 28日（金）
助 成 額：30 万円（上限）

　　　　　要綱、様式等は企画課で配布します。

岩手県立大槌高等学校復興研究会

SDGｓを知ろう！

目標９　産業と技術革新の基盤をつくろう

　SDGｓ（持続可能な開発目標）は、貧困や不

平等・格差、気候変動などの問題を解決するこ

とを目指す、世界共通の 17 の目標です。

　「災害に強いインフラをつくり、みんなが参加できる持続可能な経済発展を進め、

新しい技術を生み出しやすくする」という目標です。

　持続可能で、災害に強いインフラ（水道・電気・鉄道・インターネットなどの施

設や設備のこと）をつくり、経済発展と人々の健康で安全な暮らしを支援します。

　小規模な企業にお金を貸したり、技術の支援を行います。また、企業は、環境に

やさしい技術を導入し、持続可能性を高めます。

目標 10　人や国の不平等をなくそう
　「国と国との間にある不平等や国の中での不平等を減らす」という目標です。

　貧しい人たちの収入を増やせるよう継続的に支援します。差別的な法律や習慣を

なくし、差別を受けてきた人々に必要な支援を行います。

　不利な立場にある人を守るような法律や政策を取り入れ、他の国に移住する人が

法律によって守られるようにします。

SDGｓ推進事務局のご紹介

　SDGｓ未来都市に選定されてから１年。SDGｓを推進するた

め、県外企業から村に SDG パートナーズ（有）・松原廣幸（ま

つばらひろゆき）さんと ( 株 ) オーシャナ・積田彗加（つみた

すいか）さんが派遣されました。

　SDGｓの普及啓発、Green Fins（グリーン・フィンズ）の導入、

創業支援等、様々な企画の策定などを担当します。

　学校、地域、関係団体の皆さまと一緒に、恩納村の課題を解

決するお手伝いをいたします。

　皆様、はじめまして。東京のコンサルティング会社 SDG パートナーズから参

りました、松原廣幸と申します。

　生まれも育ちも東京のコンクリートジャングルの中だったので、恩納村の雄大で美しい自然に感動

しています。駐在する間に、美しい恩納村、また沖縄という歴史の深い土地の課題を少しでも解決し、

10 年、100 年と続く恩納村を形作っていくために貢献させていただきたいと考えています。

　好きな食べ物は、肉と米と麺、中学校からラグビーをやっているので、少しでも共通点を感じた方、

共通点を全く感じない方もお声がけください。どうぞ宜しくお願い致します。

　はじめまして。スキューバダイビングと海の総合サイト ocean+α

（オーシャナ）の積田彗加と申します。

　海と海に潜ることが大好きで、その楽しさを伝えるだけでなく、この素晴らしい海の美しさや豊か

さを持続可能なものにするために何かできないかと思い、この仕事をしています。

　沖縄に来て１か月、毎日美しい海や夕日、そして恩納村産のモズクのおいしさに感動しています。

　恩納村の課題、特に海やダイビングに関わる部分を中心に、みなさんと協力しながら解決していき

たいと思っていますので、宜しくお願い致します。

5

積田彗加さん

松原廣幸さん

感染症対策を取りながらイベントを実施する予定ですが、県内の感染状況次第で変更になる可能性があります。
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※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下の通り受付時間を決めさせていただきますので、健診の申

　し込みと一緒に希望の時間をお伝えください。

対象者　子宮頸がん：20 歳以上

　　　　乳　が　ん：40 歳以上

持ち物　受診券（ピンク色）

 ※無料クーポン券対象者は、必ずクー

ポン券も一緒にご持参ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により、

延期または中止になることがあります。詳

しくは、村ホームページをご確認ください。

　４月以降に恩納村へ引っ越してきた方や受診券通

知を中断されている方は、受診券が郵送されていな

い場合があります。受診券発行を希望する方は、ご

連絡ください。

　受診券は送付されません。検診を希望の方は、お

問い合わせください。

子宮頸がん・乳がん検診のお知らせ

貯歩っとレース参加者募集

　予約は、各健診日の２週間前までにお願いします。

大腸がん検査キッド・検尿容器・胃検診受診票を事前

に配布します。

　２週間を切っても予約は可能ですが、定員に達し次

第終了となりますので、ご予約はお早めに！

健診予約制について

※今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、健康福祉まつりは中止となります。

上位入賞者の発表は村広報への掲載と賞品の発送をもって代えさせていただきます。

開催期間　９月１日（火）～９月 30日（水）

部　　門　 個　人  / チーム（５名まで）　

村産品・県産業優先使用を要請

　沖縄県では、毎年７月を「県産品奨励月間」として、県内において県産品の使用奨励と需要拡大を

目的に、各種の奨励運動を実施しております。

　月間スタートの１日に、村商工会、村観光協会及び村建設業者会の会長ら役員が役場を訪れ、村長、

村議会議長、教育長に村産品の優先使用、村内企業への優先発注を要請しました。

　要請団を代表して、渡嘉敷勉商工会長は「新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、打撃を受けて

いる村内事業者が多い。少しずつではあるが、回復に向か

う兆しがあるものの、まだまだ厳しい状況である。村民が

１人でも多く村産品、村内事業者を利用していただけると

嬉しいです」と要請し、長浜善巳村長は「村内事業者が大

変な状況下にあることは理解している。多くの村民が村産

品を、そして村内事業者を利用するよう、呼びかけていき

たい」と話した。

　また、県産品奨励月間実行委員会の要請団も９日に役場

を訪れ、村長、村議会議長らへ県産品の優先使用を要請し

ました。

　新型コロナウイルス感染拡大を防止するため介護予防教室を中止していましたが、７月からがんじゅ

う大学・シニアクラブ・アクティブシニア教室・脳リズ教室が再開しました。

　感染対策と熱中症予防に注意しながら、介護予防をしていきましょう。

●参加される方は、体調管理・マスクの着用・飲み物の持参をお願いします。

　※体温 37.5 度以上は参加できません。

●がんじゅう大学、シニアクラブは合同開催しています。

●アクティブシニア教室・脳リズ教室は定員があり、事前申し込みが必要

です。

●新型コロナウイルス感染者の発生や感染拡大等により、日程を変更・中

止することがあります。ご了承ください。

お問い合わせ：地域包括支援センター（福祉課内）　☎９６６－１２０７

令和２年度　介護予防教室が再開します！

集団健診のお知らせ
・８月 20日（木）　前兼久区交流施設 受付時間　午前８時 30分～ 11 時

※健診当日は受診券を必ず持参してください。・８月 23日（日）　総合保健福祉センター

①  ８ ：30 ～  ９ ：00 ②  ９ ：00 ～ ９ ：30　 ③ ９：30 ～ 10：00

④ 10 ：00 ～ 10 ：30 ⑤ 10 ：30 ～ 11 ：00

予　約健診日

80 歳以上の皆さまへ

20歳～ 79 歳で受診券が届いていない方

※乳がん検診は、マンモグラフィ検査のみです。

※乳がん検診は、予約が必要となります。健康保険

課窓口またはお電話にてお申し込みください。

・８月 ４日（火）　前兼久区交流施設

・８月 27日（木）　名嘉真区多目的施設

●以下の症状がある方は、体調が改善されてから受診してください。

疲労感・倦怠感咳・くしゃみ発熱味覚障害嗅覚障害

受　付　13：30 ～ 14：30

８月３日（月）～８月 28日（金）申込期間

盛り上げよう！ 
今こそ我らの県産品

村長らへ要請した村商工会長ら

１か月間、歩数を計って、その合計歩数を競います！

　参加者には歩数計などをプレゼン

ト！また上位入賞者には豪華賞品を

プレゼント！みなさんのご応募お待

ちしております。

お問い合わせ：健康保険課　健康づくり係　☎９６６－１２１７お問い合わせ：健康保険課　健康づくり係　☎９６６－１２１７

８月 20日（木）

８月 23日（日）

９月 15日（火）

８月６日（木）まで

８月７日（金）まで

９月１日（火）まで

●参加希望の方は、健康保険課までご連絡ください。
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　恩納村では、令和２年度から令和３年度にかけて「恩納農業振興地域整備計画 ( 農振計

画 )」の全体見直し作業を実施しています。

　今回の全体見直しにあたり、農用地区域の調査・確定作業や関係機関との協議が必要なことから、個

別見直し ( 農用地区域からの除外、農用地区域への編入 ) の申出受付及び農業用施設用地への用途変更

申出受付を以下のとおり一時停止しますので、農振農用地区域内において、農地転用や開発行為を検討

している方はお早めにご相談ください。

　令和２年度の変更 ( 除外・編入 ) 等申出書の受付は 11 月 30 日 ( 月 )までとなります。
　なお、受付の再開については、全体見直しの終了後を予定しておりますが、関係機関との協議によっ

ては受付停止期間に変更（停止期間延長等）が生じる可能性がありますのでご了承ください。

　家畜伝染病予防法の一部改正により家畜の所有者に対し、衛生管理区域ごとに飼養衛生管理者を選

任することが義務付けられました。（令和２年７月１日施行）

　１頭（羽）でも対象動物を飼養している場合、たとえ畜産農家ではなく、ペットや研究用、動物園

の公開用等であっても選任義務があります。

　恩納村ホームページ及び農林水産課窓口にて記入票を取得し、記入のうえ８月７日（金）までに、

郵送や FAX、農林水産課窓口に提出してください。

・赤ちゃんの体重測定

・おっぱいとミルクのお話し

・赤ちゃんのより良い発達のためのべびぃケア

・子育てゆんたくタイム（妊婦さんと合同で行う）

・産後の女性のからだとパートナーシップのお話し

・離乳食スタートへ向けて

時　間　13：00 受付　13：15 ～ 16：00

対　象　村内在住の妊婦とそのパートナー

場　所　総合保健福祉センター

８月７日（金）、11 月 13 日（金）、２月５日（金）

●知って得する制度やサービスの紹介

●食べ物で変わるママの身体、赤ちゃんの育ち①

●おなかの赤ちゃんのために始める骨盤ケ

ア、マタニティライフ

●おっぱいのお話し

８月14日（金）、11月20日（金）、２月12日（金）

●先輩ママに聞いてみよう！

●食べ物で変わるママの身体、赤ちゃんの育ち②

●赤ちゃんとコミュニケーション上手になろう

８月23日（日）、11月29日（日）、２月21日（日）

●楽しいお産になるために！パートナー大活躍！

　　　　●忙しい産後にも作れる簡単レシピ

　　　　　●赤ちゃんのお風呂

　農地法の規定により、毎年、村内全域の農地を

対象とし、農地利用状況調査（農地パトロール）

を実施しています。この調査は、農地利用の総点検、

遊休農地の発生防止、解消及び違反転用対策を重

点的に行っています。

・１年以上にわたって耕作されておらず、今後

耕作されないと見込まれる農地。

・周辺の農地と比べて著しく低利用となってい

る農地。

（１）増税の対象となる遊休農地

・農業振興地域内にある農地

・遊休農地または遊休化のおそれがある農地

・利用状況調査で遊休農地と判断された農地

・利用意向調査で意思表明がない農地

・利用意向調査から６か月を経過しても、意向

通り改善がされていない農地

・農業委員会から中間管理機構との協議勧告を

受けた農地

※上記の項目に全て当てはまる農地について　

　は、増税の対象となります。

（２）課税強化

　通常の農地評価額が 1.8 倍になる見込み。

（３）実施期間

　毎年１月１日が固定資産税の賦課期日となっ

ているので、令和３年１月１日時点で協議勧告

が行われている場合に課税強化が行われること

になります。

　利用状況調査で遊休農地と判断された農地所

有者に対し、利用意向を確認します。

　恩納村農業振興地域整備計画により、農業を

推進することが必要と定められた地域のこと。

　昨年度の利用状況調査において、遊休

農地と判断された農地については、農業

委員会から所有者に対し、令和元年 11 月

30 日付けで利用意向調査書を発送してい

ます。

　回答がまだの方は、お早めに回答をお

願いします。

お問い合わせ：農業委員会

　　　　　　　☎９６６－１２０４

期　　間 ８月１日～９月 30 日

調査対象 村内全ての農地

調 査 員 農地利用最適化推進委員

 農業委員、事務局

お問い合わせ：農林水産課　農政係　☎９６６－１２０２

農振農用地一部除外などの申出受付の停止に関するお知らせ

お問い合わせ：福祉課　母子保健係　☎９６６－１２０７

各学級予約制です。福祉課母子保健係までご連絡ください。

両親学級　たまご 育児学級　ひよこ

〇個別見直し除外等申出及び農業用施設用地への用途変更申出の受付

※個別見直し除外（一部除外）においては、除外後の用途は以下に限られます。

①農家住宅 ②一般住宅 ③公共用施設 ④村長が特別に認めたもの

令和２年度　【前期】終了　【後期】11 月 30 日締め切り

令和３年度　【前期・後期】停止

対　象　村内在住のママと赤ちゃん、パートナー

時　間　13：00 受付　13：15 ～ 16：00

場　所　総合保健福祉センター

持ち物　親子健康手帳、赤ちゃんのお出かけセット

お問い合わせ：農林水産課　農林係　☎９６６－１２０２

家畜飼養者の皆さまへ

対象家畜

～農地利用状況調査の実施について～

遊休農地は課税が強化されます！
遊休農地とは？（農地法第 32条） 利用意向調査とは？

農業振興地域とは？

確認
の

お願
い
農業委員会からの

通知の回答はお済みですか？

 ８月 14 日 （金）

11 月 20 日 （金）

 ２月 12 日 （金）

 2020 年  ４月～ 2020 年  ７月生

 2020 年  ８月～ 2020 年 10 月生

 2020 年 11 月～ 2021 年  １月生

実施日 対象者

講座内容

※講座の最後には、助産師との個別相談

　の時間を設けています。

牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、イノシシ、ニワトリ、あひる、

うずら、きじ、だちょう、ホロホロ鳥、七面鳥
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暮らしの情報

8月は 村県民税第２期の納期 となっています。

手続き方法につきましては、税務課

までお問い合わせください。

お問い合わせ：
税務課　☎９６６－１２０６

納税は口座振替が便利です。
6月 1日

6月30日

6月1日

第１期 第２期 第３期 第４期
固　定
資産税 7月31日 12月25日 令和３年

3月1日

村県民税 8月31日 11月 2日 令和３年
2月1日

軽自動車税

　さまざまなアーサナ（ポーズ）で心身に向き合いバ

ランスを整えていくヨガと、心身ともに高いヒーリ

ングを目的とした楽器「クリスタルボウル」の生演奏

のセッション体験です。

コース　パソコン・事務科（知識・技能）

期　間　10 月１日（木）～ 12 月 28 日（月）３か月

対　象　身体（上肢、下肢、内部障害）、精神、発達

　　　　その他（高次脳機能障害、難病）

定　員　12 名

場　所　沖縄市

受講料　無料（但し、テキスト代、検定料、保険料など

 は自己負担）

　放送大学は、10 月入学生を募集しています。

　10 代から 90 代の幅広い世代、約９万人の学生が、

大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、様々な目

的で学んでいます。

出願期間：９月１日（火）～９月１５日（火）　※必着

●資料を無料で差し上げています。お気軽にご請求

ください。

お問い
合わせ

恩納村赤間総合運動公園

☎９６６－２６５６

●限られた時間で相談できるよう、あらかじめ相談

内容の要点をまとめておいてください。関係書類

がある場合はお持ちください。

※新型コロナウイルス感染症の状況により中止とな

る場合があります。中止・変更等につきましては、

広報おんなや村ホームページにてお知らせいたし

ます。

お問い合わせ 総務課　☎９６６ー１２００

受付期間　７月１日（水）～９月 10 日（木）

試 験 日　９月 18 日（金）～ 20 日（日）の内１日

試験会場　那覇市内又は名護市内

受験資格　18 歳以上 33 歳未満の者

※新型コロナウイルス等の影響により、内容を変更

する可能性があります。不明な点等は、ご連絡く

ださい。

お問い
合わせ

やんばる町村ファミリーサポートセンター

ＴＥＬ　０９８０－４３－７５５１

ＦＡＸ　０９８０－４３－７５５４

お問い
合わせ

沖縄地方協力本部　名護地域事務所

☎０９８０－５２－４０６４
お問い
合わせ

具志川職業能力開発校

☎９７３－６６８０

募集期間　８月３日（月）～８月 25 日（火）

お問い
合わせ

放送大学沖縄学習センター

☎８９５－５９５２

　今年度の「こどもかがく教室」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止いたします。楽しみにされ

ていた方々には申し訳ありませんが、またみなさまとご一緒できることを心待ちにしております。 

　自宅で科学の勉強をビデオで紹介する新シリーズの第３弾が完成しました！

ぜひご家族でお楽しみください！ OIST のホームページ、またはスマートフォンより QR コードを読み取っ

てご覧いただけます。ただいま新作も準備中、お楽しみに！

お問い
合わせ

沖縄科学技術大学院大学　地域連携セクション

☎９６６－２１８４

上記措置の変更等については OIST ホームページにてお知らせ致します。

■OIST ホームページからのアクセス方法

https://www.oist.jp/ja　ホーム→「ニュースセンター」→「ビデオ」

　Net 119 は聴覚又は音声・言語機能の障害や疾病等が

あり、音声による 119 番通報が困難な方が、スマートフォ

ン等を用いて、音声によらない 119 番通報ができるシス

テムです。

　お手持ちのスマートフォンなどを活用することにより、

いつでも全国どこからでも、通報場所の消防本部に直接つ

ながります。

　利用するには、事前登録が必要です。

お問い
合わせ

金武地区消防衛生組合

☎９６８－２０２０

　賃貸借契約、土地・建物の売買、請負工事の

契約関連トラブルなど、住まいに関する問題

でお困りのことはありませんか？常駐の相談

員による住まいに関する一般的な相談・情報

提供も無料で行っていますので、お気軽にご

相談ください。

お問い
合わせ

住まいの総合相談窓口

（沖縄県住宅供給公社内）

☎９１７－２４３３

相談時間： 平日と第３土日

 ９：00 ～ 17：00

 ※12：00 ～ 13：00 を除く

日 　 時  ８月 15 日（土）　18：30 ～ 20：00

  18：00 受付

会 　 場  赤間多目的運動場（ドーム）

対 　 象  一般

定 　 員  50 名（先着順）

受 講 料  1,000 円

申込方法  窓口またはお電話

申込期間  ７月 11 日～８月 14 日（金）

合同相談のお知らせ

令和２年度 10 月開講障害者委託訓練生募集

子育てサポーター養成講座放送大学入学生募集のお知らせ

クリスタルボウルヨガ 
セッション体験会　参加者募集中！

Net 119 緊急通報システム住まいの総合相談窓口

■クイズで発見、

　沖縄の野生動物編

OIST では、現在すべての見学・イベントを中止または延期しております。  

【中止】2020 年度恩納村・OIST こどもかがく教室 

おうちで☆OIST 科学

新型コロナウイルスによる
イベントの中止・延期について 

申込方法 金武地区消防本部にて申請書を受け取り、

 必要事項を記入のうえ提出してください。

自衛官等募集案内

一般曹候補生１次・自衛官候補生

16 日（水）、24 日（木）、29 日（火）

７日（水）、16 日（金）、20 日（火）、

21 日（水）、29 日（木）

10 月 :

場所　名護市羽地支所、本部町営ホール

定員　15 名　※定員に達し次第締め切ります。

申込　８月 31 日（月）　電話又はＦＡＸ

日時 ８月 19 日（水）

 午前 10 時～ 12 時　/　午後 1時～ 3時

 最終受付は２時 30 分

場所 恩納村役場

受付 ８月 12 日（水）から総務課窓口または電話

日程 ９月 :

　国勢調査は、日本国内に住むすべての人と世帯を対象とした５

年に一度の大調査であり、日本の未来を作るために必要な大切な

調査です。恩納村では調査業務に理解と熱意をもって携わってい

ただける調査員を募集しています。

【業務期間】

　令和２年９月中旬～ 10 月下旬

【主な仕事内容】

　・調査員説明会に参加

　・担当している地域の確認

　・調査についての説明と調査書類の配布

　・調査票の回収及び記入内容の確認

【報酬】

 １調査区～２調査区（約 70 ～ 140 世帯）

 35,000 円～ 70,000 円　※調査世帯数によって変動あり

【応募資格】

　・20 歳以上の方

　・責任をもって調査事務に携わっていただける方

【応募方法】

　企画課　企画係にお電話でご応募ください。

令和２年国勢調査　調査員を募集しています！

お問い合わせ 企画課　企画係　☎９６６－１２０１
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ONNA 8 月 [４70 号 ]　

〒904-0492 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2451番地
電話  （098）  966-1200

男 5,649 (+5) 
女 5,444 (‒8)
計 11,093 (‒3)

発行／恩納村　
人口と世帯 2020 年６月末現在

世帯数
5,449 (‒3)

2020

No.470
8

~  恩納村唯一の米どころ　安富祖区 ~

第８回

【締　切】11月 30日（月）

【応募先】 〒９０４－０４１１　恩納村字恩納５９７３番地

　　　　　（一社）恩納村観光協会　写真コンテスト係

【応募資格】 プロ、アマチュアは問いません。

【応募条件】 応募者本人が 2019 年 12 月以降に村内で撮影し、　 

 未発表のもの。

 ※他のコンテストで過去に入賞した作品及び応募中 

 　の作品は応募不可とします。

 ※おひとり３点まで応募できます。

応募フォームは
こちらから！

「恩納村」をテーマにした作品を募集しています。

海・山・人・地域風景などあなたが伝えたい「恩納村」の

魅力をお待ちしています。

ナビーに届け！
作品
募集中

●応募方法や作品規定など詳しくは、村観光協会へお問い合わ

　せください。

恩納村観光協会　☎９６６－２８９３お問い合わせ

　恩納村の特産品等を積極的に活用した商品の販売を行う

テナント出店者を募集します。

お問い合わせ
万座毛株式会社（恩納公民館内第２会議室）

〒９０４－０４１１　恩納村字恩納２５２４番地　　☎９６６－８０８０

●その他、詳しくは万座毛株式会社へ

　お問い合わせください。

万座毛周辺活性化施設内店舗出店者  募集

応募資格　村内在住で法人及び個人

応募方法　必要事項を記入し、郵送又は持参

契約形態　指定管理者へ施設使用許可申請を行う

契約期間　１年間とする（出店日より起算）

募集内容　万座毛周辺活性化施設内１階

　　　　　１～３店舗を公募

面　　積　最大約 45 ㎡（分割可）

　　　　　約 15 ㎡×３店舗

募集期間 ８月３日（月）～９月 30 日（水）

 午後３時まで


