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 労働安全衛生法に基づく平成２８年１２月・平成２９年１月講習会

※申込は先着順の受付とし、定員になり次第締め切らせていただきます。
※受講者が少ない場合は、中止又は延期になる場合があります。予めご了承ください。
※講習規定により、遅刻、早退、欠席者は失格となりますのでご注意ください。
※顔写真２枚（縦３㎝×横２.４㎝ポラロイド、デジタルカメラ撮影不可）必要となりますのでお申し込み時に提出してください。
※お支払いいただいた受講料は、払戻しは出来ませんのでご了承ください。
　ホームページからもご覧になれます。検索は「沖縄県労働基準協会」で！

 渡久地政信生誕１００年記念事業
チャリティー歌謡ショー

日 時：１２月４日（日）　【開場】午後４時３０分　【開演】午後５時
場 所：恩納村ふれあい体験学習センター（ゆうなホール）
入場料：１，０００円

 親子でカーサームーチーづくりを楽しもう
日　　時：１２月１８日（日）　９：００～１２：１０　雨天決行
場 所：沖縄県立石川青少年の家
対 象：小学生以上（家族でも可）　２０家族　４０名
費 用：一人あたり５００円　※材料費、保険料
服 装：当日の気温（寒さ対策）に合い、活動に支障のない服装
持 ち 物：個人用エプロン

その他材料等はすべて主催者側で準備します。
申込期間：１２月７日（水）～１２月１４日（水）

※電話にて直接申込んでください。

 琉球歴史探訪
日時及び見学地（予定）：
１回目　１月１８日（水）：今帰仁城跡－伊波城跡　
２回目　２月  1日（水）：座喜味城跡－安慶名城跡　
３回目　２月２２日（水）：勝連城跡－中城城跡　　
４回目　３月   ８日（水）：浦添城跡・ようどれ・

伊波普 の墓・ヒージャーガ　
５回目　３月２２日（水）：尚宣威王の墓－越来城跡－玉陵
募集人員：２０名（成人）
参 加 料：１回につき２，０００円
持ち物及び服装：当日の気温に適した服装、帽子、

運動シューズ、弁当、飲み物、筆記用具
募集期間：平成２９年１月４日（水）～１月１２日（木）

※定員に達し次第締め切ります。

 「第45回沖縄県芸術文化祭
写真選抜展作品講評会」

　恩納村博物館にて開催する沖縄県芸術文化祭写真選抜
展の作品講評会を開催いたします。写真部門審査委員長に
展示作品の評価ポイントなどについて、講評していただきま
すので、皆様お誘い合わせの上、是非ご来場ください。
日 時：平成２８年１２月１１日（日）　１０時～１１時
会　　場：恩納村博物館2階展示ホール、企画展示室
講　　師：東 邦定 氏（沖縄県写真協会会長、

沖縄県芸術文化祭写真部会長・審査委員長）
参 加 費：無　料

 ～もう一度学びたい方へ～
平成２９年度県立宜野湾高等学校
通信制課程生徒募集

　通信教育は、働きながら学ぶことができる教育システムで
あり、本校では、週１回の日曜スクーリングと平日の自学自
習を主体として学習形態です。
　年齢の制限はありません。向学心のある方、もう一度学び
たいという方を歓迎します。
　説明会も随時行っています。一度お問い合わせください。
入学説明会：１２月１１日（日）、１月１５日（日）　１５：３０～
入学願書受付：２月８日（水）、９日（木）
面接検査日：２月１８日（土）、１９日（日）
願 書 配 布：本校にて配布します。

ホームページにも掲載しています。

 親子ふれあいクリスマスパーティー
「親子で簡単クッキング！」

主 催：やんばる町村ファミリーサポートセンター
日 時：平成２８年１２月１８日（日）１３：００～１６：００
場 所：恩納村総合保健福祉センター
料 金：無料　　　　定 員：２０名
内 容：●親子簡単クッキング

・内容の詳細は、ブログ・チラシ等でご覧ください。
●簡単工作
・キラキラ万華鏡・松ぼっくりツリー
●パネルシアター（内容が変更することがあります。）
●当日持参するもの（エプロン・三角巾・５００円以内の
ご自身のお子さんへあげるプレゼントを持参くださ
い。サンタクロースが、お子さんにお渡しします。）

申込期日：１２月１５日（木）１７：００まで
（定員に達し次第締め切ります。）

✿子育て中のママさん・パパさん・子育てに興味のある方！✿
みんな遊びに来てね～

●○ 問合せ ○●　総務課　☎ ９６６ー1200

●○ 問合せ ○●　税務課　☎ ９６６ー1206

　県税・市町村税は貴重な財源です。

●○ 問合せ・申込み ○●

沖縄県立石川青少年の家 （担当 當山）　☎ 9６４－３２６３

●○ 問合せ・申込先 ○●

沖縄県立石川青少年の家 （担当 牧志）　☎ ９６４－３２６３

●○ 問合せ ○●　宜野湾高等学校通信制課程
☎ ９４２－２３６３　午前９時～午後５時　（金・土・祝祭日を除く）

●○ 問合せ ○●

やんばる町村ファミリーサポートセンター　☎ ０９８０ー４３ー０２３２

●○ 問合せ ○●　恩納村博物館　☎９８２－５１１２
●○ 問合せ ○●　沖縄県労働基準協会　北部支部　名護市宇茂佐の森５－２－７（北部会館４階）

☎０９８０－５４－４７００　FAX０９８０－５２－７００４

 キャンパス見学（無料）
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：プログラムの概要・

大学院大学の概要の説明・施設の案内
予 約 方 法：インターネットで予約

もしくは電話で予約：０９８-９６６-２１８４
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

 社内研修をお考えの事業主様へ
　県内の観光関連企業・団体の皆様が、語学や接遇マナーな
どの研修を行うにあたり、「育人（はぐんちゅ）」サイトに登録さ
れている各分野のスペシャリスト講師を活用して研修を行って
いただきますと、講師への謝礼金の8割を助成いたします。（観
光協会主催で研修実施いただきますと10割助成いたします）
詳細および研修申請はコチラから
https://jinzai.ocvb.or.jp/hagunchu/about/
実施期間：2月15日（水）※研修実施の10日前までにご申請ください。

 平成２９・３０年度 恩納村建設工事等
入札参加者資格審査申請要領

【受付期間】
平成２９年２月１日（水）～ 平成２９年２月２８日（火）　（土、日、
祝祭日は除く）※郵送は県外業者のみ(２月２８日消印有効）
【受付時間及び場所】
場　　所：恩納村役場　２階第３会議室
受付時間：午前９時～１１時３０分　午後１時～４時３０分
【提出方法】
①申請書はＡ４サイズファイル綴じとし、持参すること。
②郵送は県外業者(沖縄本島内営業所がある場合を除く）の
場合認める。受付表の返信用封筒を同封すること。
③背表紙に業者名を記入すること。
④提出ファイルの色は下表のとおりとする。

【提出書類】（※電子データ不可）
①恩納村長宛申請書(沖縄県と同様式を利用する。）
②沖縄県へ提出した書類の写し一式（沖縄県の受付済印が
押されている物）。提出書類確認表を必ずチェックする。
③物品等については直近、沖縄県に提出した書類とする（証
明書も提出時のコピーで良い）。
④建設工事の登録は直前２期分の工事経歴一覧表を提出し
てください。　※年度報告用でも可
⑤村内業者、村内営業所及び村出身業者は申請書類に村ＨＰに
掲載されている別紙1に記載する書類を添付してください。
⑥村内業者で沖縄県への提出はせず本村のみに申請をす
る場合は、県様式で提出してください。

【注意事項】
①村内業者とは、本店が恩納村内にある者
②村内営業所とは、本店は他市町村にあるが、営業所が恩納村内にある者
③村出身業者とは、村外業者で、恩納村出身者が代表者を務める者
【受付項目】建設工事、コンサルタント、物品等とし、村ＨＰに

掲載されている別紙２の一覧表のとおりとする。
【有効期間】今回登録の日～次回登録の前日までの２年間

●○ 問合せ ○●

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ー１ ☎ ９６６ー２１８４　FAX ９６６ー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 ○●

一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー
国内事業部　受入推進課　人材育成センター

担当：神山・冨井　☎ ８５９－６１２９　Mail: jinzai@ocvb.or.jp

●○ 問合せ ○●　建設課　管理係　☎ ９６６－１２０３

業者
種別

村内業者
（村内営業所・
村出身業者も含む）

村外
業者

県外業者
（沖縄営業所も

含む）
ファイルの色 ピンク 青 緑

講習会名 受講料
（テキスト代込） 定員 日　　　時 会　　　場 備　　　考

粉じん作業従事者
特別教育

会員￥８，２０８
非会員￥１１，４４８ ４０名 １２月２日（金） １０：００～１５：５０ 北部会館３階

（名護市宇茂佐の森5-2-7） 粉じん作業の業務に従事する者

フォークリフト
運転技能講習 ￥４５，９００ ２０名

学科 １月３０日（月） ９：００～１８：００
実技 １月３１日（火）～２月３日（金）

４日間 ９：００～１７：００

学科 北部会館３階
（名護市宇茂佐の森5-2-7）

実技 ネオパークオキナワ
（名護市字名護4607-41）

最大荷重１ｔ以上の
フォークリフトの運転業務
（道路上の走行を除く）

みなさん税金の
納め忘れはありませんか？

県税・市町村税徴収強化月間
2016年11月1日～12月28日

県税・市町村税は納期内に納めましょう
納税に関するご質問・ご相談はお近くの窓口へ

95%以上昨年度
（2015年度）の
県税・市町村税の
納付率は
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