
働きながら大学を卒業したい、学びを楽しみた働きながら大学を卒業したい、学びを楽しみた
い、など幅広い世代の方が学んでいます。い、など幅広い世代の方が学んでいます。
○募集学生の種類○募集学生の種類
ー教養学部ーー教養学部ー
科目履修生（6ヶ月在学し、希望科目を履修）科目履修生（6ヶ月在学し、希望科目を履修）
選科履修生（1年間在学し、希望科目を履修）選科履修生（1年間在学し、希望科目を履修）
全科履修生（4年以上在学し、卒業を目指す）全科履修生（4年以上在学し、卒業を目指す）
ー大学院ーー大学院ー
修士科目生（6ヶ月在学し、希望科目を履修）修士科目生（6ヶ月在学し、希望科目を履修）
修士選科生（1年間在学し、希望科目を履修）修士選科生（1年間在学し、希望科目を履修）
○出願期間○出願期間
11月26日～ 2020年2月29日、
2020年3月1日～3月17日
（インターネットでの出願も可能です）
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：https://www.ouj.ac.jp

納税のお知らせ納税のお知らせ

納期限：納期限：1212月月2525日日 (( 水水 )
・固定資産税 3期
 ▶税務課 収納管理係 ☎ 72-0841
・国民健康保険税【普通徴収】6期
 ▶国民健康保険課 賦課徴収係 ☎ 73-1973

納期限：納期限：11月月66日日 (( 月月 ))
・介護保険料【普通徴収】6期
 ▶高齢者支援課課 介護保険料係 ☎ 73-1964( 内 285)
・後期高齢者医療保険料 6期
 ▶国民健康保険課 後期高齢者医療係
　　　　　　　　　　   ☎ 73-1973( 内 210～ 212)

相談コーナー相談コーナー
12月の国民健康保険税
「夜間」納付（相談）窓口開設日時
・12月12日 (木 )、26日 (木 )17 時 15分～ 19時時
・場所：平良庁舎 2階　国民健康保険課
・お問合せ：賦課徴収係　☎ 73-1973

ふれあい総合相談支援センター
・一般相談 (月〜金 /10 時～ 16時 )
・医療 /法律相談 (要予約 )
・場所：社会福祉協議会 下地支所☎ 76-2270( 代表 )
無料人権相談
・12月17日 (火 ) 13 時半～ 16時
          　　     　　　　　　場所：平良庁舎 1階会議室
  ・お問合せ：市民生活課　☎ 73-2695
女性相談室
  ・毎週 月〜金 9 時～ 17時
  ・場所：平良庁舎 4階 女性相談室   ☎ 73-1947
消費者相談窓口
・平日：10時～ 12時 /13 時～ 16時
 ・場所：市民生活課　☎ 73-2695
   ・消費者ホットライン☎ 188
夜間「暮らしの無料消費者相談」
・日時：12月11日 (水 )、25日 (水 )
                              　　　　18時～ 20時　※要予約
 ・場所：沖縄県宮古合同庁舎 1階
                                    　　　行政情報コーナー
・お問合せ：市民生活課        ☎ 73-2695・お問合せ：市民生活課        ☎ 73-2695

-MIYAKOJIMA CITY INFORMATION-

 農林業センサスにご協力ください！

− お知らせ − MIYAKOJIMA CITY INFORMATION− お知らせ − MIYAKOJIMA CITY INFORMATION

 【厚生労働省委託事業】
 無料セミナー参加者募集中
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" もしも " に備えよう !
 救命講習会　受講者募集 !!

広報 12月号　1415　広報 12月号

お申込みは、先着順 (定員 10名 ) です。お申込みは、先着順 (定員 10名 ) です。
諸事情により日程等が変更となる場合があ諸事情により日程等が変更となる場合があ
ります。ご了承ください。ります。ご了承ください。

問  宮古島地域雇用創造協議会
　   ☎79-5288　FAX 79-5289

○ビジネススキルアップセミナー

【場所】平良字西里326 平良第二ビル
　　　　　　　（居酒屋ななや2階）

対象者：求職者・転職希望者対象者：求職者・転職希望者

Excel、Word 基礎応用、Power Point 基礎、Excel、Word 基礎応用、Power Point 基礎、
ビジネスマナー等を学びます。ビジネスマナー等を学びます。　
【第9期】【第9期】12月9～20日(月～金  全10日間) 
　締切日：12月5日 (木 )17 時まで
 　講座時間：9時半～ 16時半

問  農政課 農政係 ☎ 76-6840

　令和 2年 2月 1日現在で、　令和 2年 2月 1日現在で、
全国一斉に "農業の国政調査 "と全国一斉に "農業の国政調査 "と
いわれる「2020年農林業センサ
ス」が実施されます。ス」が実施されます。
　この調査は、今後の農林業政　この調査は、今後の農林業政
策に役立てるために 5年ごとに策に役立てるために 5年ごとに
実施される大切な調査です。実施される大切な調査です。
　12 月上旬頃から農林業を営んでいる皆さ
まのところへ調査員が訪問して、調査票に農まのところへ調査員が訪問して、調査票に農
林業の経営状況などを記入していただきます。林業の経営状況などを記入していただきます。
皆さまのご理解・ご協力をお願いします。皆さまのご理解・ご協力をお願いします。

農林業センサス
マスコット
『つっちー』

【内容】【内容】(普通Ⅰ)主に成人についての心肺蘇生法、(普通Ⅰ)主に成人についての心肺蘇生法、
　　　 AEDの使用法、異物除去法、止血法等　　　 AEDの使用法、異物除去法、止血法等
【12月日程】【12月日程】
1回目：1回目：12月8日（日）9時～ 12時
2回目：2回目：12月22日（日）9時～ 12時
【受講料】【受講料】無料　※要予約（受講日の 3日前まで）無料　※要予約（受講日の 3日前まで）
【場所】【場所】消防本部 2階ホール消防本部 2階ホール
※日程等は変更になる可能性があります。

問  消防本部 応急手当指導員　☎ 72-0943

事業所・一般問わず 5名以上で事業所・一般問わず 5名以上で
出張講習も行います！出張講習も行います！
日時・場所等のご要望に日時・場所等のご要望に
可能な限りお応えします。可能な限りお応えします。
お気軽にお問合わせください。お気軽にお問合わせください。

職業訓練生（障がいのある方）を  
 募集します !!

　国立県営福岡障害者職業能力開発校（北九　国立県営福岡障害者職業能力開発校（北九
州市若松区）で、訓練生を募集しています。州市若松区）で、訓練生を募集しています。

問  福岡障害者職業能力開発校　
　　　　　☎ 093-741-5431
　　　　FAX 093-741-1340

【募集科目】【募集科目】
①機械CAD科　②プログラム設計科　③商業①機械CAD科　②プログラム設計科　③商業
デザイン科　④OA事務科　⑤建設設計科　デザイン科　④OA事務科　⑤建設設計科　
⑥流通ビジネス科（流通ビジネス科音声パソ⑥流通ビジネス科（流通ビジネス科音声パソ
コンコース）　⑦総合実務科コンコース）　⑦総合実務科
【訓練期間】【訓練期間】1 年間（②のみ 2年間）1年間（②のみ 2年間）
【募集期間】【募集期間】
11月1日 (金 ) ～
　　　　　令和 2年1月23日（木）まで
【入校日】【入校日】令和 2年4月10日（金）
【申し込み方法】【申し込み方法】
福岡障害者職業能力開発校、またはお近くの福岡障害者職業能力開発校、またはお近くの
ハローワークまでお問い合わせください。ハローワークまでお問い合わせください。

放送大学沖縄学習センター
   所長特別講座

【内容】【内容】
思春期の子どもの脳と心と
　　　　　　　　アドラー心理学
【講師】富永 大介
（とみなが だいすけ）氏
専門：脳と心の心理学
　　　（臨床神経心理学）
【日時】12月21日 (土 )
　　　　　13時～ 15時
 【場所】未来創造センター　研修室

問  放送大学沖縄学習センター　☎ 098-895-5952

思春期の子どもの脳と心と
　　　　　　　　アドラー心理学

（とみなが だいすけ）氏

　　　（臨床神経心理学）
日 (土 )

　　　　　13時～ 15時

※今月の公民館講座と琉球大学サテライト※今月の公民館講座と琉球大学サテライト
　講座は、お休みです。　講座は、お休みです。

放送大学 入学生募集


