
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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