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 母子・父子家庭キャンプ

開 催 日：２月２５日（土）、２６日（日）
場 所：沖縄県立石川青少年の家
対象・定員：５歳以上の子供のいる母子・父子家庭
参 加 費 用：一人あたり２，０００円
申 込 期 間：２月１４日（火）～２月２１日（火）

 石川岳自然観察会
日 時：3月５日（日） ９：００～１４：５０
募集人数：家族（小学生以上）または個人（大人）３０人程度
参加費用：一人あたり８００円（保険料その他）
申込期間：２月２１日（火）～２月２８日（火）

 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。 

一般寄附／ルネッサンスリゾートオキナワ 様 より
５０，０００円 

一般寄附／合資会社 シーサイドドライブイン 様 より
１００，０００円

香典返し／宮﨑 るみ子 様 より （故 平安名 富士子）
１００，０００円 

香典返し／當山 君子 様 より （故 當山 忠男）
１００，０００円 

香典返し／當山 雄一郎 様 より （故 當山 とみ）
１００，０００円 

物品寄附／長嶺自動車 株式会社 様 より
軽自動車（中古）１台

 第４回　恩納村合同相談のお知らせ
　平成２８年度第４回合同相談が下記の日程により開催さ
れます。総務課での予約が必要となります。
日 時：平成２９年２月２２日（水）

午前の部／10：00～12：00
午後の部／13：00～15：00

場 所：恩納村コミュニティセンター（中会議室）
相談内容：法律、人権、行政、心配事の各種相談です。
予約開始：平成２９年２月１５日（水）～2月21日（火）

 沖縄県立職業能力開発校　平成２９年度職業訓練生募集

 労働安全衛生法に基づく平成29年2月講習会のご案内

 春の全国火災予防運動実施

 ナーシングケアハウス　ぷくじ
利用者募集中！！

こんな時はお気軽にご相談ください。
● 高齢者の一人暮らしや老老介護で在宅生活が継続でき
るか心配

● 介護で家族が疲れている
● 終末期を在宅で希望している
● 医療的ケアが必要で在宅での生活を希望している

 ハローワークの求人情報は
商工観光課でゲットしよう！

ハローワーク求人の面接をご希望の方は商工観光課まで
お越しください。
・ 面接には「ハローワークの紹介状」が必要になります。
・ 紹介状は商工観光課で受取りが可能です。
※紹介状の交付は、事前にハローワークにて求職登録が
必要です。求職登録後はいつでも商工観光課にて、紹介
状を交付できます。

 イベント情報
沖縄県立芸術大学大学院造形芸術研究科展 in OIST
CYCLE展　～創造するエネルギー～
開催日時：１月２４日（火）～２月２７日(月) ９：００～１７：００
開催場所：ＯＩＳＴトンネルギャラリー

Harmonic Cadences ２月の風にのせて
～日台の音楽家によるクラシックコンサート～
開催日時：2月１７日（金） １９：０0
開催場所：ＯＩＳＴ講堂
＜予約方法＞　１月３０日（月）午前１１時予約開始
オンライン予約　http://www.oist.jp/concert
電 話 予 約　０９８－９６６－２１８４

 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

●○ 問合せ・申込み ○●　沖縄県立石川青少年の家
☎９６４－３２６３　※電話にて直接申込んでください。

●○ 問合せ・申込み ○●　沖縄県立石川青少年の家 （担当 上運天）
☎９６４－３２６３　※電話にて直接申込んでください。

●○ 問合せ ○●

総務課　行政係　☎ ９66－1200

●○ 問合せ ○●

（一社）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
FAX ０９８０－５２－７００４

●○ 問合せ ○●

浦添職業能力開発校
☎ ８７９－２５６０

具志川職業能力開発校
☎ ９７３－６６８０

金武地区消防本部

●○ 問合せ ○●

〒904ー0411恩納村字恩納２８５８－３
☎ ９６６－８３８７　担当者　伊藝 美代子

●○ 問合せ ○●

商工観光課　☎ ９６６－１２８０

●○ 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/

　　平成29年3月1日～3月7日まで

寝室へ住宅用火災警報器を設置しましょう
設置されている住宅用火災警報器は

火災予防運動期間中に作動試験を行いましょう

火災の発生しやすい時季です。
私たちの町や村から火災をなくするために、
次の７つのポイントに気をつけましょう。

１　家のまわりに燃えやすいものを置かない。
２　寝たばこやたばこの投げ捨てはしない。
３　天ぷらを揚げるときは、その場を離れない。
４　風の強いときは、たき火をしない。
５　子供には、マッチやライターで遊ばせない。
６　電気器具は正しく使い、たこ足配線はしない。
７　ストーブには、燃えやすいものを近づけない。

訓練校名 訓練科名 募集人数（定員） 訓練期間

浦添
職業能力
開発校

自動車整備科 10名 2年
OA事務科（身体障がい者対象） 10名

1年

電気工事科 30名
建設機械整備科 20名
設備システム科 25名
板金溶接科 25名
エクステリア科 20名

ビジネスマネジメント科 25名 6ヶ月

具志川
職業能力
開発校

自動車整備科 10名（20名） 2年
電気システム科 14名（25名）

1年
メディア・アート科 22名（25名）
設備システム科 25名
情報システム科 20名

オフィスビジネス科（身体障がい者対象） 10名
ショップビジネス科 20名

6ヶ月
総合実務科（知的障がい者対象） 10名

※募集期間：
平成２９年１月３０日（月）～
３月１日（水）
（但し、土日祝日は除く）
※授業料無料
（但しテキスト代、検定代、教
材などは自己負担）

※詳しくは、各職業能力開発校
へお問い合わせください。

※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㎝）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！

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

小型移動式
クレーン
運転技能
講習

免許なし
￥27,565

一科目免除あり
￥25,405

二科目免除あり
￥23,245

40名

学科
　2月21日（火）9:00～17:00
　2月22日（水）9:00～17:00
実技
　2月23日（木）または24日（金）
　9:00～18:00

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）

吊り上げ荷重１ｔ以上５ｔ未満
の小型移動式クレーンの運
転業務（道路上の走行を除く）
※実技は２月２３日（木）、
　２４日（金）どちらか１日
（申込順で組み分けをします。）

入場無料・予約不要

入場無料・要予約

『消しましょう
その火その時 その場所で』
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