
納税のお知らせ
納期限：9月30日 ( 月 )

・介護保険料【普通徴収】3期
 ▶高齢者支援課 介護保険料係 ☎ 73-1964( 内 285)
・国民健康保険税【普通徴収】3期
 ▶国民健康保険課 賦課徴収係 ☎ 73-1973
・後期高齢者医療保険料 3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
9月の国民健康保険税
「夜間」納付（相談）窓口開設日時
・9月12日 (木 )、 26日 (木 )17時 15分～ 19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
・9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：9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

-MIYAKOJIMA CITY INFORMATION-

   令和元年度　
　金融経済講演会のご案内

 特定健診の受診を勧めるメールの
 送信が始まります！

− お知らせ − MIYAKOJIMA CITY INFORMATION

 無料セミナー参加者募集中

 　　　　　に備えよう！
 救命講習会受講者募集します
“もしも”

令和 4年 4月に成年年齢が引き下げられま
す。これを踏まえ、これから社会に出る若者（高
校生）が消費者トラブルに巻き込まれることな
く、一人の大人として自立した賢い消費者にな
ることを目的とした講演会です。
【日時】9月5日 (木 ) 14 時～開演
【場所】マティダ市民劇場
【講師】弁護士　村 千鶴子（むらちづこ） 氏
【定員】143 名（受付先着順）

これから社会へ出る君たちへ
　～成年年齢引き下げを控えて
　　　若者が知っておきたいこと～　　　若者が知っておきたいこと～　パソコンスキルとビジネスマナーを基礎から

学び就職に活かそう !!
【第 6期】9月 16～ 27日 ( 月～金 )10 日間
　　 講座時間：9時半～ 16時半
　　場　　所：平良字西里 326 平良第二ビル
　※締切日　9月12日 (木 )17 時まで
【第 7期】10月 14～ 25日 ( 月～金 )10 日間
　　 講座時間：9時半～ 16時半
　　場　　所：平良字西里 326 平良第二ビル
　※締切日　10月10日 (木 )17 時まで

○ビジネススキルアップセミナー
対象者：求職者・転職希望者

対象者：事業主・従事者・創業希望者

　国際接遇を身に付けて多様な企業での就職に
活かそう !! 中国語も学べます !
【第 2期】9月 30日～
　　　　　　　　10月 4日 ( 月～金 ) 5 日間
　　 講座時間：9時半～ 16時半
　　場　　所：平良字西里 326 平良第二ビル
　※締切日　9月26日 (木 )17 時まで

○国際接遇おもてなしセミナー

お申込みは、先着順 ( 定員 10 名 ) です。申込
用紙は、各庁舎に設置してあります。琉球銀行
4階 406 号室へ直接提出するか、FAXでも送
付いただけます。WEBからのお申込みは、
「http://miya-koyou.jp/」へアクセスしてくだ
さい。

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

 シルバー人材センター説明会

【内容】 働く意欲のある 60歳以上の方を対象
に、シルバー人材センターの活動内容や入会方
法を説明します。
1部：スマホ講習
2部：シルバーセンター事業について
【日時】9月25日 (水 )13 時半～ 15時半
【場所】ホテルアトールエメラルド宮古島
【対象】宮古島市にお住まいの 60歳以上の方
【申込み・お問合せ】（定員 15名・受講料無料）
宮古島市シルバー人材センター　☎  72-8495

問  沖縄県金融広報委員会　☎ 098-863-9212

広報 9 月号　1213　広報 9 月号

国民健康保険に加入している 40～ 74 歳の
方を対象に、SMS（ショートメッセージサー
ビス）での特定健診受診の呼びかけを行います。
　毎年 1回特定健診を受けて、ご自身の生活
を振り返る機会をつくり、健康長寿を目指しま
しょう！※特定健診や保健指導時に記載した携
帯番号にメッセージが送られてきます。
（発信番号：070-1748-2589）

問  国民健康保険課保健事業係　☎ 72-4704

下記日程で定例救命講習会を開催します。
第 2日曜 第 4日曜

10 月 普通 III 上級

11月 開催なし 普通 I

12 月 普通 I 普通 I

1 月 普通 I 普通 I

2 月 普通 III 上級

3月 普通 I 開催なし

■講習内容：
普通 I：主に成人についての心肺蘇生法等
普通 III：新生児～小児についての心肺蘇生法等
上級：新生児から成人、その他けがの手当等
■開催時間：
普通 I・III：9 時～ 12時、上級：9時～ 17時
■場所：消防本部 2階ホール
受講料無料・3日前までに要予約！

（日程は変更する可能性があります）

事業所・一般問わ
ず 5名以上で出張
講習も行います！
お気軽にお問い合
わせください。

問  宮古島市消防本部
   　応急手当指導員　
　   　　　　☎ 72-0943

 補助犬マークをしっていますか？

補助犬マークとは、補助犬の
受け入れを示すマークです。以
下の施設では、やむを得ない場
合を除いて、補助犬の同伴を拒
むことは出来ません。
●公共施設
●バス・タクシー等の公共交通期間
●不特定多数の方が利用する施設
●従業員が 50人以上の職場
　観光客の中にも補助犬と同行し、旅行に訪れ
る方がいます。地域の皆さまのご理解・ご協力
をお願い致します。
※補助犬ステッカーを障がい福祉課にて配布し
　ております。
問  障がい福祉課　☎ 73-1975

 家事サポーター養成研修 参加
無料

あなたのいつもの家事を活かして
働いてみませんか？　
どんなサポート内容が具体的にわかり
やすく教えます。
【日時】10月3日 (木 ) ～ 5日間
　     9 時半～ 15時予定（土日休み）
【場所】平良庁舎 2階会議室
【対象】どなたでも
※ヘルパー資格不要 !! 宮古島市役所
　が、訪問介護事業所とのお仕事の　
　マッチングの場を設定します。
【申込・お問合わせ】
高齢者支援課 介護予防係   ☎ 73-1979
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