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MIYAKO

information

健　康

島

日にち 時　間 会　場

10/9( 火 )
9 時～ 12時

伊良部島小中一貫
校建築工事現場事
務所

14時～ 17時 JAおきなわ
宮古地区本部

10/10( 水 )
9 時～ 11時 45分

市役所平良庁舎
13時～ 17時

10/11( 木 )
9 時～ 11時 45分 マックスバリュ宮

古南店13時～ 16時半

10/12( 金 )
9 時～ 11時 45分 航空自衛隊宮古

島分屯基地13時～ 16時半

10/13( 土 )
10 時～ 11時 45分

メイクマン宮古店
13時～ 16時

10/15( 月 )
9 時～ 12時 市役所上野庁舎

14時～ 17時 マティダ
市民劇場前

10/16( 火 )
9 時～ 12時 沖縄電力㈱

宮古支店
14時～ 17時 沖縄銀行宮古支店

10/17( 水 )
9 時～ 12時 宮古島市

上下水道部
14時～ 17時 共和産業㈱

10/18( 木 ) 14 時～ 16時半 宮古製糖㈱

10/19( 金 )
9 時～ 11時 45分 沖縄県

宮古合同庁舎13時～ 16時

10/22( 月 )
9 時半～ 12時 宮古島警察署
14時～ 17時 県立宮古病院

10/23( 火 )
9 時～ 12時 先嶋建設㈱

14時～ 17時 宮古島徳洲会病院

10/25( 木 ) 9 時～ 11時 沖縄製糖㈱
宮古工場

10/26( 金 )
9 時～ 11時 45分

市役所平良庁舎
13時～ 16時

献血のご協力を
お願いします！

※降圧剤、高脂血症治療薬 (一部を
　除く )、高尿酸血症治療薬を当日
　服用していても献血が可能です。
※献血の前日は、睡眠 5時間以上、当日は
　食事を摂ってご協力お願いします。

献血のご協力を献血のご協力を献血のご協力を献血のご協力を

■お問合わせ：健康増進課 ☎ 73-1978

MIYAKO

医　療

information
島 初診加算料の
金額変更について

　　古地域
　　の医療
機能分化を
すすめ、核
病院として
の役割をは
たすため、
紹介状をお持ちでなく直接、宮古病院へ来
院された初診患者から頂いている初診加算
料を平成 30年 10月 1日より 1,080 円か
ら 2,160 円へ変更いたします。
ただし救急等やむを得ない事情による場合
はこの限りではありません。
　　　　　　　　　　　沖縄県立宮古病院
　　　　　　　　　　　院長　本永 英治

宮

■お問合わせ：宮古病院 ☎ 72-3151

労　働
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島
おきなわ県民カレッジ
宮古地区広域学習サービス

毎　　年 10月の寒露の頃
　　になると、北方から
サシバが多数飛来し、秋
の風物詩となっています。
宮古の歴史におけるサシ
バの役割と存在意義およ
び人との関わりについて学習し、その後実
際に野外に出て観察会を実施します。
■日時：10 月 20 日 (土 )
　　　　13時半～ 17時半 (13 時受付開始 )
■場所：講座 宮古合同庁舎 5階会議室
　　　　観察 伊良部庁舎
■対象：小学校高学年以上 (定員 25名 )
■その他：傷害保険料等の負担 (200 円程度）
　　　　　双眼鏡をお持ちの方は持参
■お問合せ：宮古教育事務所　☎ 72-3222

第8回　就職活動
　　サポートセミナー
　　(出張サプリ )

内容：①就活のススメ方・自己理解
　　　②ミニ就職相談 (要予約 )
　　　③グッジョブセンターおきなわの説
　　　　明・新規登録
日時：11 月 10 日 (土 )10 時～ 12時半
場所：働く女性の家
参加：就職・再就職を目指す方
　　　(その他求職活動実績になります )
定員：20 名程度
(※要予約 人数に達し
　　　　　　次第締切 )
受講料：無料
■お問合せ：
グッジョブセンター
　　　　　　おきなわ
　☎ 098-865-5006
担当：高江洲、梅田

就　職

MIYAKO
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MIYAKO

NEWS
島 こども議会が
開催されました！

中学生が島の課題を問う

　　古青年会議所が主催する「宮古島こど
　　も議会」が 8月 14日 ( 火 ) に市議会
議場で開催されました。市内 10中学校
21人が一般質問形式で市に対して、教室
へのクーラー設置状況やゴミのぽい捨て対
策、珊瑚礁の保全対策など宮古島の将来を
見据えた諸課題について質問を投げかけま
した。登壇した中学生は、「緊張したけど、
よい体験だった」と初めて経験した議場の
雰囲気の感想を語りました。

宮

社　会
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島 中退共制度の退職
金で会社に元気と
活力を！

　第3回講座「宮古の野鳥、
そしてサシバを観察しよう！」

沖縄県最低賃金が
改正されます！

　　縄県最低賃金は、平成 30年 10月 3
　　日から『762円』となります。
アルバイト・パートタイマーを含む沖縄県
内で働くすべての労働者及び使用者に適用
されます。使用者も労働者も
「チェックしなくちゃ　最低賃金！」
■お問合せ：沖縄労働局労働基準部賃金室
　　　　　　　　　　☎ 098-868-3421

＊他の退職金・企業年金制度等とのポータビリティも可能です。
詳しくはホームページへ

「中退共」の退職金制度なら、
❶国の掛金助成を受けられます。
❷掛金は全額非課税。
❸社外積立だから、管理がカンタン！
パートさんのための特例掛金月額もご用意

中退共は中小企業で働く従業員のための
国の退職金制度です。

（独）勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部
〒170-8055　東京都豊島区東池袋1-24-1
TEL 03-6907-1234　FAX 03-5955-8211


