
催し物案内

☎ 72-9622
※予定は変更になることがあります。各主催者の情報をお確かめのうえ、ご来場下さい。

期日期日 催し物催し物 入場料入場料 (円)(円) 開場と開演開場と開演 主催主催 // 連絡先連絡先
１( 土 )１( 土 )

んきゃーんじゅく自主公演 1,500 開場：18:00 開演：19:00 宮古島創作芸能団んきゃーんじゅく
☎ 090-8293-6056２( 日 )２( 日 )

９( 日 )９( 日 ) 　母の日公演 無料 開場：14:00 開演：15:00 琉球舞踊　穂花会
☎ 090-8419-9628

30( 日 )30( 日 ) みゃーくふれあい
コンサート 無料 開場：16:00 開演：16:30 自衛隊沖縄地方協力本部

☎ 72-4742

んみゃーち公民館講座55月月
場所場所 講座講座 日にち日にち 時間時間

下 地 公 民 館
☎ 76-6017

健康体操講座 12( 水 )、19( 水 )、26( 水 ) 10 時〜

リンパオイルマッサージ講座 8( 土 )、15( 土 )、22( 土 )、29( 土 ) 14 時〜

伊良部公民館
☎ 78-3558

黒あずき入りくず餅作り講座 11( 火 ) 13 時半〜

麹作り・味噌作り！レッツトライ 19( 水 )、26( 水 ) 13 時半〜

児童福祉週間は、子どもの健やかな児童福祉週間は、子どもの健やかな
成長と、子どもや家庭を取り巻く環成長と、子どもや家庭を取り巻く環
境について国民全体で考えることを境について国民全体で考えることを
目的として定められています。目的として定められています。

児童福祉週間児童福祉週間
あたたかい ことばがつなぐ こころのわあたたかい ことばがつなぐ こころのわ

５月５日〜 11 日は

ベストオブクラシックベストオブクラシック
マティダ市民劇場開館25周年記念

公開収録観覧者募集

6 6    5   5  月     日 ㈯月     日 ㈯

主催主催　NHK 沖縄放送局、宮古島市、宮古島市教育委員会　NHK 沖縄放送局、宮古島市、宮古島市教育委員会

開場 14:00 開演 14:50開場 14:00 開演 14:50
終演 17:00 予定終演 17:00 予定
会場　マティダ市民劇場会場　マティダ市民劇場

問  NHK 沖縄放送局  ☎ 098-865-2222
　  宮古島市 生涯学習振興課  ☎ 72-3764

出演者出演者
アラベラ・美歩・シュタインバッハー(バイオリン )アラベラ・美歩・シュタインバッハー(バイオリン )
島田彩乃 (ピアノ )島田彩乃 (ピアノ )

申込方法  申込方法   郵便往復ハガキに以下を記入し郵送。 郵便往復ハガキに以下を記入し郵送。
  【往信用裏面】①郵便番号 ②住所 ③氏名  【往信用裏面】①郵便番号 ②住所 ③氏名
                        ④電話番号 ⑤希望人数 (２人まで)                        ④電話番号 ⑤希望人数 (２人まで)
  【返信用表面】①郵便番号 ②住所 ③氏名  【返信用表面】①郵便番号 ②住所 ③氏名
　※私製ハガキ不可。※記入に不備がある場合無効。　※私製ハガキ不可。※記入に不備がある場合無効。
　※紙やシール等の貼付け、消えるボールペンや　※紙やシール等の貼付け、消えるボールペンや
　　修正液等は使用不可。　　修正液等は使用不可。
　※未就学児の入場・同伴はできません。　※未就学児の入場・同伴はできません。

送付先送付先　〒 906-8501　〒 906-8501
　　　　宮古島市平良字西里 1140 番地　　　　宮古島市平良字西里 1140 番地
　　　　宮古島市教育委員会 生涯学習振興課　　　　宮古島市教育委員会 生涯学習振興課
　　　　　「ベストオブクラシック」係　　　　　「ベストオブクラシック」係
申込締切申込締切　　　　５月 14 日㈮必着５月 14 日㈮必着

事前申込必須   お問合せ : 各公民館

学習支援教室学習支援教室
居場所型居場所型

琉大サテライト講座
講座講座 日にち日にち 対象者対象者 時間時間 場所場所

森林微生物学
講師：亀山 統一

12( 水 )、19( 水 )、
26( 水 ) 一般市民 10:20 〜 11:50 中央

公民館
▶お問い合わせ・申し込み先 --- 琉球大学　学術国際部地域連携 RCC 事業 本部
   ☎ 098-895-8085（平日 8:30~17:15）E-mail :  chikiren@acs.u-ryukyu.ac.jp

生徒生徒
募集募集

問  福祉政策課　☎ 73-1981

生活に困窮している子育て世帯の子どもたちが生活に困窮している子育て世帯の子どもたちが
安心して夢や希望が持てるよう学習支援教室を安心して夢や希望が持てるよう学習支援教室を
開所しています。お気軽にお問合せください。　開所しています。お気軽にお問合せください。　

      対象対象　生活保護世帯・準要保護世帯のお子さま　生活保護世帯・準要保護世帯のお子さま
　＊上記に当てはまらない場合は世帯状況をみて判断　＊上記に当てはまらない場合は世帯状況をみて判断
      時間 時間 　【平日】下校〜 21 時の間　【平日】下校〜 21 時の間（送迎あり※要相談）（送迎あり※要相談）
      内容内容　　学習支援や生活指導、軽食の提供、学習支援や生活指導、軽食の提供、
　　　　キャリア教育、心のケアなど　　　　　キャリア教育、心のケアなど　

民生委員・児童委員民生委員・児童委員
５月12日は

の日

民生委員・児童委員は厚生労働大臣民生委員・児童委員は厚生労働大臣
から委嘱されたボランティアです。から委嘱されたボランティアです。
宮古島市では R3 年１月１日現在で宮古島市では R3 年１月１日現在で
118 名の委員が活動しています。118 名の委員が活動しています。

民生委員・児童委員とは民生委員・児童委員とは……地域住民の……地域住民の
中から選ばれ、住民が安心して暮らすため中から選ばれ、住民が安心して暮らすため
見守りや相談を通して、支援が必要な方を見守りや相談を通して、支援が必要な方を
行政や専門機関に繋ぐ役割を担っています。行政や専門機関に繋ぐ役割を担っています。

十十字字赤赤
ごご協協力力

の活動にの活動に
くださいください

      協力金は、災害や紛争等で苦しむ協力金は、災害や紛争等で苦しむ
人々の救護や輸血用血液の供給、医人々の救護や輸血用血液の供給、医
療の療の提供などに役立てられます。提供などに役立てられます。

　本年も自治会役員や奉仕団が家庭や　本年も自治会役員や奉仕団が家庭や
事業所へご支援のお願いに参ります。事業所へご支援のお願いに参ります。
各世帯年間 500 円以上のご支援を各世帯年間 500 円以上のご支援を
お願いします。お願いします。

〜協力金が活動の支えです〜〜協力金が活動の支えです〜

問  福祉政策課 ☎ 73-1981
日本赤十字社 沖縄県支部

出産・子育てワクワク、出産・子育てワクワク、
でも不安もいっぱい。でも不安もいっぱい。

若年妊産婦さんが若年妊産婦さんが
安心して産前・産後が過ごせるよう安心して産前・産後が過ごせるよう
サポートします！サポートします！

問  福祉政策課　☎ 73-1981

      対象対象　市在住の概ね 18 歳以下の妊産婦とそのお子さま　市在住の概ね 18 歳以下の妊産婦とそのお子さま
      時間 時間 　( 平日 ) 9 時 ~17 時　( 平日 ) 9 時 ~17 時
      内容内容　 　 妊娠・出産・育児に関する相談・指導妊娠・出産・育児に関する相談・指導
              性教育・家族計画に関する相談              性教育・家族計画に関する相談
　　　　生活指導・就学・就労に関する支援　など　　　　生活指導・就学・就労に関する支援　など

出産・子育てワクワク、出産・子育てワクワク、
でも不安もいっぱい。でも不安もいっぱい。

※利用条件あり。※利用条件あり。
◀詳しくはこちらまで◀詳しくはこちらまで

ちいきの保健室 たねちいきの保健室 たね

問  情報政策課情報政策課　☎ 72-1689☎ 72-1689

光ブロードバンド説明イベント光ブロードバンド説明イベント

Wi-Fiでネット快適生活Wi-Fiでネット快適生活 in 宮古島in 宮古島

・どんなことが・どんなことが
　便利になるの？　便利になるの？
・費用はかかるの？・費用はかかるの？
　　　…など　　　…など
　わかりやすく　わかりやすく
　ご説明します。　ご説明します。

場所場所　JTA ドーム宮古島　JTA ドーム宮古島
日時日時　５月 22 日㈯  13:00~18:00　５月 22 日㈯  13:00~18:00　　
説明者説明者　　NTT 西日本「フレッツ光」光コラボレーション事業者NTT 西日本「フレッツ光」光コラボレーション事業者
　　　予約不要です。お気軽にお越しください。　　　予約不要です。お気軽にお越しください。
　※コロナの状況により中止となることがあります。　※コロナの状況により中止となることがあります。
　※　※本件に関し万一本件に関し万一不審な電話・訪問不審な電話・訪問があった際やがあった際や
　   詳細については下記までご連絡ください。　   詳細については下記までご連絡ください。
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