
暮らしの情報

ご芳志ありがとうございました。
恩納村社会福祉協議会への寄付者

ＯＩＳＴ職員 様一般寄付 ４月２万円
５月２万円

赤道印刷有限会社 様 ２万円

一般社団法人

那覇市垣花奉頌会 様
物品寄付 車いす１台

新型コロナウイルスによる
イベントの中止・延期・変更について

7月は 固定資産税第 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

日にち ７月 26 日（日）

場　所 うるま市「海中道路・海の駅」

 現地集合、現地解散

定　員 小学生以上の親子 20 人程度

参加料 １人 3,000 円

申込期間 ７月 14 日（火）～７月 21 日（火）

 ９：00 ～ 17：00　電話にて申し込み

 ※定員に達し次第締め切り

日　時 ８月 10 日（月） ９：00 ～ 14：00

場　所 県立石川青少年の家　石川岳

定　員 成人　20 人程度

参加料 500 円（保険料を含む）

申込期間 ７月 28 日（火）～８月４日（火）

 ９：00 ～ 17：00　電話にて申し込み

　県立美咲特別支援学校幼稚部では、令和３年度の

幼児募集に向けて、入学者選抜募集説明会及び入学

者選抜を行います。

日　時 ９月３日（木）　16：00 ～ 17：00

場　所 美咲特別支援学校　幼稚部

対象児 令和３年３月 31 日で、満年齢が３歳、４歳、

 ５歳に達する知的発達に遅れのある幼児

出願期間 11 月 12 日（木）・13 日（金）

入学者
選考日 11 月 26 日（木）・27 日（金）のいずれか１日

※新型コロナウイルス等の状況によっては、日時等

を変更する場合もあります。詳しくはホームペー

ジをご確認ください。 

※志願希望者は、９月 30 日（水）までに教育相談

を受けることが条件となります。早めにお問い合

わせください。

■玉掛け技能講習

日　時 【学科】 ７月７日（火） ９：00 ～ 17：00

  ７月８日（水） ９：00 ～ 16：00

 【実技】 ７月９日（木）、10 日（金）

   　　　  ８：30 ～ 17：30

会　場 【学科】 北部会館３階　　

 【実技】 ネオパークオキナワ

受講料 免除有　26,250円　／　免除無　28,450円

 ※テキスト代込み

定　員 36 名

　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

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。

研究・社会貢献プロジェクト

　県内でも感染が広がる新型コロナウイルスに関し

て、OIST では様々な取り組みを行っています。ぜ

ひ特設サイトにてご覧ください。

・新型コロナウイルス感染症（COVID-19）分子

  地図

・PCR 検査・抗体検査

・医療施設向けマスク・防護服殺菌装置の構築

・改造した綿あめ製造機でマスクを製造

・アルコールジェル供給プロジェクト

・医療従事者向けフェイスシールドの制作

・新型コロナ流行拡大モデルの構築

・子ども向け科学ビデオ

・手の衛生管理キャンペーン

　本県の海には、猛毒を持つハブクラゲが生息し、

一年のうち６月はじめ頃から人体へ影響を及ぼす大

きさに急激に成長します。この時期は、海水浴、マ

リンレジャー等で海への出入りが多く、刺症被害も

多く発生しています。

　令和元年は、ハブクラゲ等海洋危険生物による刺

咬症被害 166 件の内、37 件（約 22％）がハブクラ

ゲによるものです。

　県では、６月１日から９月 30 日までの間、ハブ

クラゲ発生注意報を発令し、広く県民や国内外から

訪れる観光客に対し、ハブクラゲによる刺症被害を

未然に防止するよう呼びかけます。

ハブクラゲ刺症を未然に防ぐには、

①海水浴をする場合は、肌の露出を避け、ハブクラ

ゲ侵入防止ネットの内側で泳ぎましょう。

②海に出かける際には、酢（食酢）を持参しましょう。

ハブクラゲに刺された場合は、落ち着いて対処し、

①まずは海から上がり、激しい動きをしないで、近

くにいる人に助けを求めましょう。

②刺された部分はこすらずに、酢（食酢）をたっぷ

りかけて触手を取り除いた後、氷や冷水で冷やし

ましょう。

③応急処置をし、医療機関で治療を受けるようにし

ましょう。

　ビーチ管理者は、ハブクラゲ侵入防止ネット内で

の刺症事故が発生しないよう、ネットの管理を徹底

しましょう。

お問い
合わせ

沖縄県立石川青少年の家

☎９６４－３２６３

お問い
合わせ

（一社）沖縄県労働基準協会　北部支部

☎０９８０－５４－４７００

※申込受付は先着順とし、定員になり次第締め切ります。

お問い
合わせ

沖縄県立美咲特別支援学校　幼稚部

☎９３８－１０３７

お問い
合わせ

具志川職業能力開発校

☎９７３－６６８０

コース 清掃科（実践能力）

期　間 ９月１日（火）～ 11 月 30 日（月）３か月

対　象 身体（内部障害、聴覚〈口話で理解できる

 方〉）、知的、精神、発達

定　員 ３名

場　所　名護市

委託先 カヌチャリゾート

受講料 無料（但し、保険料などは自己負担）

募集期間 7 月１日（水）～ 7 月 27 日（月）

　本県農業を担う新たな人材を確保するため「沖縄

県農でグッジョブ推進方針」を踏まえ、新たに農業

開始を希望する方や農業法人等へ就職・研修を希望

する方を対象に、必要な情報の提供やアドバイス、

農業法人等への就職マッチングを行います。

　新型コロナウイルス感染症防止のため、下記の事

業が中止となりました。

日　時 ８月９日（日）　12：00 ～ 16：00

場　所 名護市民会館　中ホール

対象者 県内で新たに就農を希望する者や農業法人

 等に就職・研修を希望する者

参加料 無料（事前申込必要なし）

内　容 ①新規就農相談会、②新規就農事例発表

お問い
合わせ

沖縄県新規就農相談センター

☎８８２－６８０１

職　　　種　一般行政職（初級・中級・上級）

採用予定人数　若干名

受験受付期間　８月３日（月）～８月 21 日（金）

一次試験日　９月 20 日（日）

●詳しくは、沖縄県介護保険広域連合ホームページ

　をご覧ください。

お問い
合わせ

沖縄県介護保険広域連合　総務課

☎９１１－７５００

■OIST ホームページからのアクセス方法
https://www.oist.jp/ja
トップページ→「研究・社会貢献プロジェクト」

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

お問い
合わせ

恩納村体育協会（教育委員会内）

☎９６６－１２１０ マリンレジャー体験

労働安全衛生法に基づく７月講習会のご案内

令和２年度【９月開講】障害者委託訓練生募集

沖縄県介護保険広域連合職員採用候補者試験

ハブクラゲ発生注意報

沖縄県新規就農相談会

令和２年度恩納村体育協会事業の中止

沖縄県立美咲特別支援学校
令和３年度　幼稚部（３・４・５歳児）募集

山の日・健康登山

・バスケットボール大会

・バレーボール大会

・陸上競技大会
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