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困ったら一人で悩まず行政相談
行政相談は、公正・中立の立場から、行政などへの苦
情や意見、要望を受け、その解決や実現を推進すると
ともに、行政の制度や運営の改善に生かす仕組みです。
行政相談員が相談に応じます。相談は無料、秘密は
厳守します。

(字上江洲)

大道幸子さん

（字謝名堂）

行政相談員が相談に応じます相談は無料・秘密厳守です。
開設日

開設時間

場

所

10月18日（木） 午前10時～ 仲里庁舎
10月19日（金） 午後４時
具志川改善センター
また、沖縄行政評価事務所でも、次のとおり電話等で
相談を受けつけていますので、お気軽にご相談下さい。
■国民と行政を結ぶホットライン
（総務省沖縄行政評価事務所の行政苦情110番）
電話 0570-090-110 又は 098-867-1100
（受付時間は平日の8:30 ～ 17:15まで。時間外は留守番電話対応）
相談受付FAX 098-866-0158

分

50

研修

58

■贈与税の基礎知識
研修会及び交流会
財産をもらった時や土地の名義を無
償で変更した時には、贈与税が発生し
ます。贈与税についての研修会を行い
ます。研修会終了後には交流会も行い
ますので、ぜひご参加ください。
期日
月 日（水）
時間 研修会 午後６時半〜午後７時半

−

分〜午後８時

40

29

山城京子さん

交流会 午後７時

場所 イーフ情報プラザ
参加費 研修会 無料
交流会 ５００円
参加申込先
（一社）北那覇青色申告会
久米島事務所 ☎９８５ ３３６７

お知らせ

■自賠責保険・自賠責共済のご案内
「自賠責 切れていませんか？」
交通事故による死傷者数は年々減少
傾向にあるものの、平成 年の事故発
生件数は約 万件、死傷者数は約 万
人と、国民の誰もが交通事故の被害者
にも加害者にもなり得る極めて深刻な
状況となっています。
交通事故は車社会の負の部分であ
り、被害者にとっても加害者にとって
も悲惨な結果をもたらすものです。
自賠責保険・共済は、すべてのクル
マ・バイク１台ごとに加入が義務づけ
られており、加害者の賠償責任を担保
47

募集

11

■無料法律相談
沖縄県司法書士会による無料法律相
談会を開催します。
内容 財産、相続、金銭、貸借、契約
などの法律問題
日時
月 日（金）
午前 時〜正午
午後１時〜午後４時
場所 仲里庁舎１階会議室
※予約制とします。
当日受付も行いますが、予約の方が
優先となります。
※相談時間は１人 分
お問合せ先
総務課 ☎９８５ ７１２１

■琉球大サテライト講座
星空案内人養成講座
～あなたも星のソムリエになって、
沖縄のほしぞらの魅力を
地域の子ども達に伝えませんか？
講座日程
● 月６日（土）午後２時〜４時
「望遠鏡のしくみ」
● 月 日（土）午後２時〜４時半
「宇宙はどんな世界」
● 月 日（土）午後２時〜４時半
「星空の文化に親しむ」
会場 具志川改善センター 階会議室
料金 無料
お問合せ先
琉大コミュニティキャンパス事業本部
☎８９５ ８０８５

−

11

10
10

出張年金相談会
日本年金機構 浦添年金事務所が出張年金
相談会を開催します。
・年金相談関係（年金請求、年金受給額見込
額等）
・国民年金保険料関係（保険料免除等）
・年金加入記録関係
など
10月17日（水）13時00分～ 17時00分
10月18日（木）９時00分～ 13時00分
場所：仲里庁舎２階会議室

要予約!!（下記の番号までお電話ください）

℡ 877-0343

浦添年金事務所

お客様相談室

＊相談には認印・年金手帳・年金証書・ねん
きん定期便等の基礎年金番号のわかるもの
もしくは身分証明書をお持ちください。
＊また、代理で相談をされる場合は委任状が
必要となりますのでご注意ください。（代
理人の方も身分証明書をお持ちください。）
＊50歳以上の方は、年金見込額の計算をす
ることができます。
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10 月号

18

7 日 ・久米島町民運動会（P19参照）

10

45

8 月 体育の日

・高齢者インフルエンザ予防接種 ～2/28(P16参照)
10 水 ・10月期児童手当支給
・贈与税の基礎知識研修会（P18参照）

12 金 ・無料法律相談 （P18 参照）
13 土 ・小体連陸上大会

★かけっこ＆ 町民音頭に参加しよう
元気なちびっこからお年寄りの皆さ
ままで楽しく気軽に参加できるよう
に、プログラムにかけっこ（ ｍ ）と
町民音頭を取り入れています。ぜひご
参加ください。
☆かけっこ（ ｍ ）
参加したちびっこ全員に参加賞をプ
レゼントします。
対象 幼稚園生以下
☆町民音頭
チームの垣根を越えて楽しく踊りま
しょう。
対象 来場者全員

17 水 ・出張年金相談会（P18 参照）
・認知症カフェ
18 木 ・秋の行政相談所（P18 参照）
・出張年金相談会（P18 参照）

19 金 ・秋の行政相談所（P18 参照）

30

21 日 ・集落内清掃
25 木 ・農業委員会総会（P12 参照）
26 金 ・世界食料デー

第 17 回久米島大会（P19 参照）

28 日 ・久米島マラソン（P4 参照）

30

31 水 ・琉球芸能と西洋楽器が織りなすハーモニー

11 月

11

4 日 ・第２回久米島 8,500 人の夢まつり (P5 参照 )
6 火 ・職域バレー大会申込締切日（P19 参照）
8 木 ・女子バレー大会（～９日）

−

9 金 秋季全国火災予防週間（～ 15 日）
10 土 ・( 久米高 ) 園芸祭
11 日

・女性防火グランドゴルフ大会
・子ども読書まつり

表紙の写真

10 月号

「月光の按司 ガサシワカチャラ」

久 米 島の児 童 生 徒 ら が 出 演 する

現代版組踊。演舞する子どもたち

の立ち振る舞いはとても素敵です。

そ れ だ け で な く、 公 演 を 見 終

わった観客の表情がとても印象的

でした。

感動をありがとうございます。
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11 14

16

2018年

ハンガーゼロ

協力願い
路上駐車はご遠慮ください。
・当日は臨時駐車場を準備しています
ので、案内表示に従い臨時駐車場を
ご利用ください。

文化の日
3 土 ・町文化祭り
・文化財めぐり

■職域バレーボール大会参加者募集
町体育協会主催の職域バレーボール大
会を開催します。職場の親睦と融和のた
め多くのチームの参加を募集します。
日時
月 日（水）～ 日（金）
申込期限
月６日（火）
主催 町体育協会（バレー部）
お問合せ ☎９８５ ７１２１
（企画財政課・津波）

1 木 ・区長会

することで、被害者の基本的な賠償を
保障する制度であり、被害者の救済を
目的としています。
一人一人が、より一層自賠責制度の
役割や重要性、保険金・共済金の支払
いのしくみなどを十分に理解・認識す
ることがとても大切です。

1 月 ・区長会

スポーツ

〜 11/11 の主な日程

■久米島町町民運動会
日時
月７日（日）
午前８時 分集合
場所 仲里総合グラウンド
テーマ のばせ体力 深めよ、町民の和

10/1

第32回 世界食料デー沖縄大会

わたしから始める世界が変わる

第17回 久米島大会

日時：10/26（金）午後７時〜
場所：具志川改善センター 入場無料

現地報告：小西小百合
報告＆音楽：Manami
講
演：田村治郎

