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住民票や
所得課税証明書などは
コンビニで！
サービスの利用には
マイナンバーカード
が必要です。

嘉手納町の人口(カッコ内は外国人住民の内訳数)
男：6,558人（57人） 女：6,959人（42人)
●出生／9人

●死亡／9人

合計：13,517人（99人）
〈5,657世帯（81世帯）〉 嘉 手 納 町 ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス

●転入／27人

●転出／25人

前月との比較
〔＋2人〕

（令和2年4月末日現在）

http：//www.town.kadena.okinawa.jp

嘉手納町
携帯サイト

新型コロナウイルス感染症関連情報

新しい生活様式
厚生労働省が5月4日、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」を具体的にイメージいただ
けるよう、日常生活の中で取り入れていただきたい実践例を示しました。

一人ひとりの基本的感染対策

日常生活を営む上での
基本的生活様式

2m

感染防止の
3つの基本
身体的距離の確保

マスクの着用

手洗い

⃝人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける。
⃝遊びにいくなら屋内より屋外を選ぶ。
⃝会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。
⃝外出時、屋内にいるときや会話をするときは、症状がなくても
マスクを着用
⃝家に帰ったらまず手や顔を洗う。できるだけすぐに着替える、
シャワーを浴びる。

⃝まめに手洗い・手指消毒

⃝こまめに換気

⃝手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う（手指消毒薬
の使用も可）

⃝咳エチケットの徹底

⃝身体的距離の確保

⃝「３密」の回避（密集、密接、密閉）

※高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理を
より厳重にする。

⃝毎朝の体温測定、健康チェック。発熱又は風
邪の症状がある場合はムリせず自宅で療養

働き方の新しいスタイル

移動に関する感染対策
⃝感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域
への移動は控える。

⃝テレワークやローテーション勤務

⃝帰省や旅行はひかえめに。出張はやむを得ない場合に。

⃝オフィスはひろびろと

⃝時差通勤でゆったりと
⃝会議はオンライン

⃝発症したときのため、誰とどこで会ったかをメモにする。

⃝名刺交換はオンライン

⃝地域の感染状況に注意する。

⃝対面での打合せは換気とマスク

日常生活の各場面別の生活様式
買い物
⃝通販も利用
⃝１人または少人数ですいた時間に
⃝電子決済の利用
⃝計画をたてて素早く済ます
⃝サンプルなど展示品への接触は控えめに
⃝レジに並ぶときは、前後にスペース

娯楽、スポーツ等
⃝公園はすいた時間、場所を選ぶ
⃝筋トレやヨガは自宅で動画を活用
⃝ジョギングは少人数で
⃝すれ違うときは距離をとるマナー
⃝予約制を利用してゆったりと
⃝狭い部屋での長居は無用
⃝歌や応援は、十分な距離かオンライン

公共交通機関の利用
⃝会話は控えめに
⃝混んでいる時間帯は避けて
⃝徒歩や自転車利用も併用する

食

事

⃝持ち帰りや出前、デリバリーも
⃝屋外空間で気持ちよく
⃝大皿は避けて、料理は個々に
⃝対面ではなく横並びで座ろう
⃝料理に集中、おしゃべりは控えめに
⃝お酌、グラスやお猪口の回し飲みは避けて

冠婚葬祭などの親族行事
⃝多人数での会食は避けて
⃝発熱や風邪の症状がある場合は参加しない
広報かでな

2020

7月号

2

「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント
暑さを避けましょう

適宜マスクをはずしましょう

⃝エアコンを利用する等、部屋の温度を調整

⃝気温・湿度の高い中でのマスク着用は要注意

⃝感染症予防のため、換気扇や窓開放によって換気を確
保しつつ、エアコンの温度設定をこまめに調整

⃝屋外で人と十分な距離（２メートル以上）を確保でき
る場合には、マスクをはずす

⃝暑い日や時間帯は無理をしない

⃝マスクを着用している時は、負荷のかかる作業や運動
を避け、周囲の人との距離を十分にとった上で、適宜
マスクをはずして休憩を

⃝涼しい服装にする
⃝急に暑くなった日等は特に注意する

こまめに水分補給

日頃から健康管理

⃝のどが渇く前に水分補給

⃝日頃から体温測定、健康チェック

⃝1日あたり1.2リットルを目安に

⃝体調が悪いと感じた時は、無理せず自宅で静養

⃝大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに

暑さに備えた体作りをしましょう
⃝暑くなり始めの時期から適度に運動を
⃝水分補給は忘れずに、無理のない範囲で
⃝「やや暑い環境」で「ややきつい」と感じる強度
で毎日30分程度
高齢者、子ども、障害者の方々は、熱中症になりやすいので
十分に注意しましょう。
３密（密集、密接、密閉）を避けつつ、周囲の方からも積極
的な声かけをお願いします。

環境省

厚生労働省 作成「令和２年度の熱中症予防行動（リーフレット ）」より

新型コロナウイルス対策に200万円を寄付

新型コロナウイルス対策に100万円を寄付

６月２日、有限会社竹下土建様から町へ200万円の寄
たけ した ふと し
と う や ま ひろし
附があり専務の竹下太志様から當山 宏 町長へ手渡されま
した。
竹下専務は「町の子ども達や、コロナの影響で業務を
自粛せざるをえない方たちのために少しでもご支援をと
思い寄附をすることにいたしました」と話しました。

５月27日、株式会社比謝川電気様から町へ100
むら やま ひろ こ
万円の寄附があり代表取締役社長の村 山 博 子 様か
と う や ま ひろし
ら當山 宏 町長へ手渡されました。
村山代表は「嘉手納町の支援をお手伝いできた
らと思い今回寄附をする運びとなりました」と話
しました。

竹下土建 様

比謝川電気 様

新型コロナウイルス感染症対策に伴う寄贈ありがとうございました。（6/12現在）

3

5/14

上間 里美 様

手作りマスク

20枚

6/3

株式会社 ブルーフィールド 様
有限会社 ネイチャートレール 様

不織布マスク

3,000枚

5/19

キーストン 様

手作りマスク

170枚

6/5

比謝川ガス 様

次亜塩素酸水

60 ℓ

5/21

知念 武作 様

不織布マスク

2,000枚

山入端正範税理士事務所 様

不織布マスク

500枚
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コロナの影響でなかなか家から出られない方へ

自宅で運動！ロコモを防ごう！

ロコモとは… ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の通称です。
骨や関節、筋肉など運動器の衰えが原因で、
「立つ」「歩く」といった機能（移動機能）が低下している状態のことをいいます。
エレベーターや車を使う便利な現代社会において、人類は足腰を使う機会が少なくなっています。
全世代の方々に注意が必要です。

バランス能力をつけるロコトレ「片脚立ち」
※左右１分間ずつ、
１日３回行いましょう。

●姿勢をまっすぐにして
行うようにしましょう。
●支えが必要な人は、
十分注意して、机に
両手や片手をついて行います。

転倒しないように、
必ずつかまるものが
ある場所で
行いましょう。

指をついただけ
でもできる人は、
机に指先をつい
て行います。

床につかない程度に、
片脚を上げます。

下肢筋力をつけるロコトレ「スクワット」
机に手をつかずにできる
場合は手を机に
かざして行います。

つま先は
30度ずつ開く

30度ずつ開く

１ 肩幅より少し広めに足を広げて
立ちます。つま先は30度くらい
ずつ開きます。

膝が出ない
ように注意

２ 膝がつま先より前に出ないように、また膝が足の
人差し指の方向に向くように注意して、お尻を後
ろに引くように身体をしずめます。

スクワットができないときは、イスに腰かけ、机に
手をついて立ち座りの動作を繰り返します。

※深呼吸をするペースで、５〜６回繰り返します。１日３回行いましょう。

ポイント

●動作中は息を止めないようにします。
●膝に負担がかかり過ぎないように、膝は90度以上曲げないようにします。
●太ももの前や後ろの筋肉にしっかり力が入っているか、意識しながらゆっくり行いましょう。
●支えが必要な人は、十分注意して、机に手をついて行います。
ロコモチャレンジ！推進協議会：日本整形外科学会公式ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイトより
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嘉手納町新型コロナウイルス感染症対策緊急支援事業

第

2弾

新型コロナウイルス感染症対策に係る嘉手納町の事業として以下の９事業を６月より随時実施いた
します。町民の生活支援に関する事業をはじめ、企業・事業所の支援等に取組みます。

総事業費89,582千円

町民向け

所得が減り、学業継続に
支障がでている学生

ひとり親家庭への援助

教育施設における
感染防止対策
社会教育施設における
感染防止対策
町民・
事業所向け

社会生活維持のために必要な
施設においての感染防止対策

事業所向け

中小企業等が取組む、
新型コロナウイルスへの対応補助

社交・飲食業への支援

学生支援事業
学生（大学、大学院、短大、専修学校生）に対し、地域の実状に応じ
て就学継続のため支援する。１人当たり上限５万円支給（県内３万円、
県外５万円）
（事業費：16,526 千円）

ひとり親家庭に対する緊急支援給付金
児童扶養手当受給者（3 月、4 月）が対象 (1) 対象世帯につき 3 万円
(2) 対象児童 1 人につき 1 万円 ( 例 : 児童扶養手当受給対象の児童が 1
人いる家庭の場合は 4 万円 )
（事業費：12,182 千円）

公共的空間安全・安心確保事業
町内各小中学校及び幼稚園や社会教育施設における感染症の拡大防止
を目的として、次亜塩素酸水生成器等を配置する。
（事業費：3,991 千円）

公共的空間安全・安心確保事業
施設利用者に対して健康状態のチェックを行うことで感染拡大を防止
するためサーモグラフィー機器等を設置する。（文化センター・嘉手納
スポーツドーム・ロータリープラザ）
（事業費：911 千円）

公共的空間安全・安心確保事業
町内医療関係者、保育所（町立、認可、認可外、学童）介護施設等へマスク・
消毒液（アルコール）の配布。次亜塩素酸水生成器を各自治会等に配備。

認可外保育施設の安定的な
運営を支援

中小企業等コロナウイルス感染症対策支援事業
中小企業等が、新型コロナウイルス感染症への対応として行う設備投
資、事業継続・ 売上向上につながる経費の一部の補助（補助率 9/10）
（上
限 20 万円 ※特例あり）
（事業費：6,189 千円）

飲食業支援事業
飲食業を支援するために、飲食業等専用の商品券 2 千円を町内各世帯
へ配布し、地域経済の回復を図る。

消費喚起プレミア付商品券事業
落ち込んだ域内経済を回復させるため、プレミア付商品券を発行し、
消費喚起を行う。（プレミア率 20％）（10 月販売予定）
（事業費：23,128 千円）

認可外保育施設利用料補助事業
新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るとともに、認可外保育施設
の安定的な運営を支援する。
（事業費：1,670 千円）

嘉手納町新型コロナウイルス感染症対策緊急支援事業
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〈担当課〉

子ども家庭課

〈担当課〉

教育総務課

〈担当課〉

社会教育課

〈担当課〉

総務課

（事業費：10,140 千円）

（事業費：14,845 千円）

落ち込んだ域内経済を回復させる
ため、プレミア商品券を発行

〈担当課〉

社会教育課

第

〈担当課〉

産業環境課

〈担当課〉

産業環境課

〈担当課〉

産業環境課

〈担当課〉

子ども家庭課

1弾

生活支援特別給付金

町民 1 人あたり 2 万円の給付金

事業継続支援給付金

前年月比売上 5％減少した事業
所に対し 10 万円の給付

専門家相談窓口
設置事業

嘉手納町商工会に中小企業診断士及び
社労士等による専門家相談窓口の設置

社交飲食業相談体制
支援補助金

社交飲食業のための相談窓口を
設置
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入 学 ・入園
屋良
幼稚園

屋良
小学校

嘉手納
幼稚園

嘉手納
小学校

嘉手納
中学校

五月二十一日に町立の幼
稚 園 で 入 園 式 及 び 進 級 式、
二十二日に町内の小学校、中
学校で入学式が行われました。
新型コロナウイルス感染症
の影響で、例年より ヶ月半
ほど遅れての入学式。それぞ
れの式でマスク着用の義務付
け、アルコール消毒液の配置
などを行い、開催しました。
やっとはじめの一歩を踏み
出した新入生たち。期待を膨
らませながら新学校生活に臨
みます。
嘉手納中学校では、新入生
代表の平地愛乃さんと上原陽
さんが「不安なこともたくさ
んあるが、新しくできる友だ
ちと勉強やスポーツができる
こ と に 期 待 し て い る 」「 一 日
一日を悔いのないように過ご
していきたい」と話しました。
新入生は、屋良幼稚園六九
名、嘉手納幼稚園六五名、屋
良小学校七二名、嘉手納小学
校 一 〇 五 名、 嘉 手 納 中 学 校
一六九名の総勢四八〇名です。

1
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五月二十日、西浜区コミュニティー
センターにおいて、旭建設株式会社様
が、水釜海岸護岸工事（Ｒ１）の経過
報告と、西浜区民の方々への地域貢献
活 動 と し て、 不 織 布 マ ス ク 一、〇 〇 〇
枚を寄贈しました。
令和二年一月二十三日から着工した

月三十日で完了を迎えます。
旭建設株式会社の喜屋武本則さんは

地域貢献活動として「西浜区の自治会

活動に参加する予定でしたが、新型コ

ロナウイルス感染症の影響で困難な状

況になってしまったため、マスクを寄

贈することで新型コロナウイルス感染

症対策として地域へ貢献したい」と話

しました。

逆立ち幽霊

よし

剛

じゃ

謝

こ

【話者】 古

よう

葉

だ

田

よね

【文責】 米

子

こ

男

お

第70話

成仏出来ない女が、化けて出るというような逆立ち幽霊
の話、聞いたことありますか。恨みを持って出てくるとい
う逆立ち幽霊。侍の妻で綺麗な人がいたわけ。で、その侍
が病気になって、もう死ぬかも知らんというふうな状態に
なったわけ。そうしたら、その侍が、
「 俺 は も う こ れ で 死 ぬ か も 知 ら な い。 し か し、 君 ぐ ら い
の美人がね、俺が死んだ後、また再婚するんじゃないかと、
俺はもうたまらなく心配だ」
というふうな意味のことを言ったわけ。で、
「私は、そうゆうふうなことはありません」と。
「 そ ん な に 心 配 す る ん で あ れ ば、 そ う い う こ と は 無 い 証
拠として、私の鼻を削ってあれしましょう」
と鼻削ってしまったわけ。鼻削れば美人で無くなるさ。今
度、その旦那は死なないで生き返ったんだよ。そうしたら
もう、鼻のない女ったら美人どころじゃないでしょ。今度
うと
はそれ、疎ましく思って殺して、そして今度は、これ化け
て出るはずだからと言って、足に五寸釘打ち込んで葬った
わけ。
足に五寸釘打ち込んだもんだから歩けないさ、逆立ちし
て出てくるわけ。逆立ちして出てきて、そして、出てきた
所をある侍に見られて、
「なんでそういう格好で出てくるのか」
と言われて、実はこうこう、こうこうと。
「ああそうか」と、
「じゃ、俺が助けてやるから」
と 言 っ て、 釘 を 抜 い て あ げ た ら 立 っ て 歩 く よ う に な っ て、
あだ
そして、仇を討ったという物語だよ。
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CDを作成しました。

「嘉手納町歌」や「嘉手納町民音頭」、各小中高の校歌等を収録したCD「か
でなのうた」を作成しました。
嘉手納町歌と嘉手納町民音頭は1983年、北谷村からの分村35周年と役場
庁舎の落成を記念して制定。レコード盤に収録されていたため、カセットテー
プやCDに録音されイベント等で使用されてきましたが、音質の問題と町民
からの声で、新たにCD制作をする運びとなりました。
CDの制作にあたっては、町内各学校の児童、生徒、学生に町マルチメディ
アセンターでの収録に参加していただきました。
他にも、オルゴールバージョンやカラオケバージョンの曲も収録。BGM
として様々なシーンに使用できます。
作成されたCDは各自治体や町社会福祉協議会、各学校へ配布しました。
各イベント等の活動で是非とも使用していただきたいです。

かで な の う た

水釜海岸護岸工事（Ｒ１）の工区が六

水釜海岸護岸工事経過報告

令和元年度 嘉手納町ふるさと応援寄附金の公表

2 1001千万6000千円（寄附件数16,202件）

寄附金総額
億
令和元年度

2019年4月1日〜 2020年3月31日までの寄附金額

平成20年度から始まりました「ふるさと納税制度」では、嘉手納町ご出身の方をはじめ、嘉手納町に
想いを寄せる全国の方から多くのご寄附をいただいています。
令和元年度中に皆様からいただきました寄附金につきましては、使途指定に従いまして下記の事業の財源
として活用させていただきます。

1

福祉・保険・子育て支援に関すること
寄附金額

2527万5000円（寄附件数1,972件）

主な使い道：子育て支援センター事業費

2

人材育成・文化振興・平和行政に関すること
寄附金額

768万5000円（寄附件数622件）

主な使い道：人材育成事業費、文化事業費

3

商業・地域の活性化に関すること
寄附金額

1450万円（寄附件数763件）

主な使い道：音楽祭実行委員会補助金、音楽によるまちづくり推進事業補助金、地域活性化イベント補助金・地域商業振興事業補助金

4

安全なまちづくり、環境美化に関すること
寄附金額

963万円（寄附件数759件）

主な使い道：公共管理施設美化ボランティア助成金、公園等清掃管理業務

5

指定しない
寄附金額

1億5292万6000万円（寄附件数12,086件）

主な使い道：指定なしの場合は町長が事業の指定をします。

令和２年度

平和祈願祭について

恒久平和の誓いを新たに、平和祈願祭を
下記のとおり挙行いたします。
公私ともご多忙とは存じますが、ご参列
くださいますようご案内申し上げます。
※日中は暑いと思われますので、軽装でご参
加ください。

令和２年８月15日
（土）午前11時

嘉手納町「招魂之塔」
（野國總管宮近く）

※新型コロナウイルス感染症の影響により、開催内
容等に変更がある場合がございます。その際は、
改めて町ホームページ等でご案内いたします。
【お問い合わせ】福祉課

社会福祉係

TEL：956-1111（内線186）

農林健児之塔慰霊祭
下記のとおり慰霊祭を行いますので、
ご遺族及び同窓生、関係者の皆様へ
ご参列くださいますようご案内申し上げ
ます。

令和２年８月15日
（土）

午前10時

嘉手納町「農林健児之塔」
（野國總管宮、奥）

※新型コロナウィルス感染症の影響により、開催
内容等に変更がある場合がございます。その際
は、改めて嘉手納町教育委員会ホームページ等
にてご案内いたします。
【お問い合わせ】

嘉手納町教育委員会 教育総務課 教育総務係

TEL：956-1111（内線254）

広報かでな
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上下水道課から
のお知らせ

台風等の災害時に
備えましょう！

上下水道課では、災害に備えてさまざまな対策を
行っていますが、台風等の⼤きな災害が発生すると広
い範囲で断水する可能性があります。
集合住宅に加圧ポンプを設置している場合は、台風
等による停電で加圧ポンプが動かなくなり、電力が復
旧するまで一時的に断水になる恐れがあります。
台風接近時等には、万一の断水に備えて、各自にお
いて飲料水など生活用水の確保をお願いいたします。
集 合 住 宅：アパート、マンション、県営住宅、町営住
宅等
加圧ポンプ：水に圧力を加え、高い場所にあるタンクに
水を入れたり、直接、蛇口へ水を送る機械
【お問い合わせ】上下水道課

水道業務係

TEL：956-4439

児 童手当の現況届の届出は
お済みですか？

これは、皆様が引続き児童手当を受けら
れるかを審査する大切な届出です。審査の
結果、受給者と配偶者の受給者変更や所得
により支給金額が変更になることがござい
ます。
現況届に該当する受給者への通知文書は
郵送済みです。未だ届出がお済でない方は、
速やかに手続をされてください。なお、今
年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため郵送受付も行っております。

届出がない場合は、令和2年10月支給分
届出がない場合は、令和2年10月支給分
以降の児童手当の支給ができません!!
【お問い合わせ】子ども家庭課

児童福祉係
TEL：956-1111（内線：122）

水道メーター取り替え作業について

上下水道課から
のお知らせ

水道メーターは、計量法により有効期間が８年と定
められています。
嘉手納町上下水道課では、適正な使用水量の計測を
行うため、有効期間内に新しい水道メーターへ取り換
えを行っています。
今年度の取り替え地区は【南区】となっており
ます。
※一部、南区以外でも有効期間が近いものは取り替えを行います。

年金
だより

取替え作業につきましては、上下水道課が委託
した嘉手納町指定給水装置工事事業者【(株)創設
備】が行いますので、その際にはご協力をお願い
します。

※水道メーター取り替え作業で代金をいただく
ことはありません。
【お問い合わせ】上下水道課

水道業務係
TEL：956-4439

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

令和２年５月１日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となっ
た場合の臨時による特例免除申請の受付手続が開始されました。

１．対象となる方

２．手続き方法

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学
生納付特例申請は、以下の２点をいずれも満たした方
が対象になります。

申請書に必要な書類を添付の上、コザ年金事務所ま
たは嘉手納町役場住基年金係へご提出ください。※新
型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送で
の提出を是非ご活用ください。

【お問い合わせ】町民保険課

★いもっち君 ★ を探せ!
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住基年金係

詳しい手続き方法や申請書のダウンロードは、

日本年金機構HP
https://www.nenkin.go.jp/index.html
をご覧ください。

TEL：956-1111（内線141、147）

『広報かでな』の中にいもっち君がかくれているよ！
あなたはいくつ見つけることができるかな!?

全部で6か所かくれているよ!

答え→

①５ページ下段 ②８ページ中段 ③11ページ下段
④12ページ上段 ⑤14ページ中段 ⑥16ページ上段

（1） 令和２年２月以降に、新型コロナウイルス感染
症の影響により収入が減少したこと
（2） 令和２年２月以降の所得等の状況からみて、当
年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料
の免除等に該当する水準になることが見込まれ
ること

7月

vol.186

国保税は期限内に納めましょう!
保険税はみんなの健康を支えています。
国保はみなさんの健康と暮らしを守るための制度です。国などからの補助金とみなさんが納める
保険税は、みなさんがお医者さんにかかったときの医療費などにあてられる大切な財源です。保険
税は期限内にきちんと納め、国保が健全に運営できるようにご協力をお願いします。

保険税は世帯主が納めます！

保険税を滞納すると…

保険税を納める義務は世帯主にあります。
世帯主が国保に加入していなくても、世帯の
中に加入者がいれば納税通知書は世帯主に送
付されます。

督促手数料や延滞金が徴収されることで負
担が増えたり、国保の給付が差止めになった
り、滞納処分で差押の対象になります。

夜間窓口：7月９日(木) 午後８時まで
休日窓口：7月26日(日) 午後１時から午後５時

今月の夜間・休日窓口の
お知らせ
【お問い合わせ】町民保険課

保 健 師
だ よ り
***********

国民健康保険係

TEL：956-1111（内線162、163）

７月は熱中症予防強化月間です！
熱中症とは

***********

****************

熱中症の発生要因

****************

高温環境下で、体内の水分や塩分（ナトリ
ウムなど）バランスの崩れや血液の流れが滞
るなどして、体温が上昇し、臓器が高温にさ
らされるなどして発症する疾患の総称です。
主な症状は、脱水症状・吐き気・めまい・け
いれん・頭痛となっております。重症化する
重症化する
と死に至る危険性があります！今年からは、
と死に至る危険性
マスクで過ごすことも多く、熱がこもりやす
くなっているため、注意が必要です。

①環境：気温や湿度が高く、風が弱い等が要因となります。
①環境

*******************************************

****************************************************************

熱中症の

予防

熱中症の

対処

屋外が主ですが、屋内でも発生しています。

②身体：高血圧症・糖尿病・心臓病・腎臓病の患者に多く
②身体
見られ、発症者の大半は男性が占めています。
子どもは体温調節機能が未熟であり、高齢者は体
の反応が弱くなります。

③行動：長時間の作業、水分摂取が少ない、アルコール摂
③行動
取等が要因となります。マスク着用中は、水分摂
取を忘れがちになります。

⃝のどが渇く前に、水分・塩分の摂取をこまめにしましょう。
⃝屋外なら涼しい場所へ避難し、屋内なら28℃を超えないよう、
我慢せずに、換気をしながら、空調を使用しましょう。
⃝通気性の良い、吸湿性・速乾性のある衣服を着用しましょう。
⃝マスクを着用中は、負荷のかかる作業や運動は避けましょう。
⃝屋外では、人との距離を２ｍ以上確保してから、マスクを外しましょう。
⃝涼しい場所へ移動し、衣類を緩め、安静にします。
氷のう等を使用して首元、脇の下、太ももの付け根などを冷やします。
⃝意識があり水分摂取が出来るようであれば、少しずつ、水分・塩分・経口補水液を摂取さ
せましょう。
⃝意識がはっきりしない、けいれん、運動障害、水分摂取が出来ない場合は、救急車を呼び
ましょう。

基地被害に関する苦情は

0800-200-4665へお寄せください。
0800-200-4665
へお寄せください。基地渉外課
広報かでな
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後期高齢者医療制度

被保険者のみなさまへ

令和２年8月から

被保険者証が
切り替わります
（

）

新しい被保険者証は有効期限が
令和3年7月31日となります

◆新しい被保険者証は７月下旬までに、郵送致します。
※ただし、保険料に未納がある方は窓口での交付になります。
（他、窓口での交付希望の方は、事前に後期高齢者医療担当
までご連絡ください。）
◆被保険者証が届いたら、住所・氏名・一部負担金の割合を
確認してください。
◆８月からは、医療機関の窓口に新しい被保険者証を提示してく
ださい。
◆被保険者証の色（ピンク）の変更はありません。

保険料の決まり方
被保険者が均等に負担する「被保険者均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額となり、
後期高齢者医療広域連合ごとに決められます。

所得割額

被保険者均等割額

１人当たりの
保険料

基礎控除(33万円)後の
総所得金額等

48,440円

※保険料には賦課限度額（保険料の上限額）が決められています。

所得割率

× 8.88％

・令和２年度の賦課限度額は64万円です。

均等割額の軽減について
世帯主と後期高齢者医療保険に加入している被保険者の所得額の合計に応じて、均等割額が軽減されます。
世帯の所得額の合計

均等割額の軽減割合

33万円以下で、世帯内の被保険者全員の所得
がない（年金収入80万円以下）

７割

「均等割額の軽減割合」７割
（前年度は８割）
「世帯の所得額の合計」欄中
28万５千円（前年度は28万円）
52万円（前年度は51万円）

7.75割

33万円以下
33万円＋被保険者数×28万５千円 以下

５割

33万円＋被保険者数×52万円 以下

２割

・下線部分は、前年度からの変更点です。

均等割額の軽減特例措置の見直しについて
世帯主と後期高齢者医療保険に加入し
ている被保険者の所得額の合計が33万円
以下の方は、前年度まで、特例的に８割・
8.5割軽減されていましたが、段階的に法
令上の本則通りの７割軽減となります。
【お問い合わせ】町民保険課

令和２年度

敬老祝金の
口座振込について

今年度は、新型コロナウイルス感染防
止のため、口座振込での受給をお勧めし
ています。対象者には７月はじめに申請
書を送付しておりますので、申請がまだ
の方は早めの手続きをお願いいたします。
申請先および問合わせ先

嘉手納町役場１階 福祉課 社会福祉係
TEL：956-1111（内線128）
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令和２年度

令和３年度

前年度８割軽減対象者

７割軽減

７割軽減

前年度8.5割軽減対象者

7.75割軽減

７割軽減

後期高齢者医療担当

TEL：956-1111（内線 161、166）

【対 象 者】70歳以上の方（令和２年９月１日時点）

【申請方法】役場１階の福祉課窓口での申請、または郵送での申請
【口座振込の申請に必要なもの】

① 敬老祝金口座振込申請書

（嘉手納町役場のホームページからの印刷も可能です。）

② 印かん
③ 振込先口座の通帳の写し（本人名義のもの）
④ 身分証の写し（生活保護受給者の方は不要）
※代理人が申請される場合は、代理人の身分証の写しと印かんも必要です。
・以前より口座振込で受け取りしている方は、継続で口座振込ができるため再申
請の必要はありません。

2020
令和2年度

8月 中 央 公 民 館 講 座

【親子向け講座】対象：幼稚園生以上（町民）
親子料理教室

親子で卓上モビールを作ろう!

〜ピザで野菜を美味しく食べよう！〜

8月6日（木）
10：00 〜 13：00

期間
時間

講 師：手登根 節子 氏
定 員：10組
材料費：1組 1,200円
持ち物：エプロン、頭巾
場 所：嘉手納町中央公民館

調理実習室
（ロータリープラザ5F）

子どものみの受講も可能です。

親子で楽しい!かんたん折り紙

〜涼しげな蝶のオブジェを飾りましょう〜

〜折り紙の小物入れを作ろう〜

8月7日（金）
10：00 〜 12：00

期間
時間

8月22日（土）
10：00 〜 12：00

期間

講 師：発明クラブ G-G 氏
定 員：10組
持ち物：エプロン
場 所：嘉手納町中央公民館 研修室

（ロータリープラザ2F）

時間

講 師：宇江城 ひとみ 氏
定 員：10組
材料費：1組 100円
場 所：嘉手納町中央公民館

研修室
（ロータリープラザ2F）

※モビールってどんなもの？卓上モビールで検索！

【一般向け講座】対象：一般成人（町民及び町内在職者）
楽読＆楽活

8月5日〜 8月26日
（毎週水曜日）
19：00 〜 21：00（全4回）

期間
時間
講

〜頑張って本を読まず、楽しく読む方法〜

師：岩本

申込み

智恵美

定 員：15名
場 所：嘉手納町中央公民館

研修室
（ロータリープラザ2F）

氏（楽読インストラクター）

嘉手納町中央公民館（ロータリープラザ2F）

受付期間： 令和2年7月15日
（水）〜

29日（水）〈土・日・祝日除く〉 午前9時〜午後5時＜正午〜午後1時を除く＞

受 講 料： 無料 ※筆記用具はご持参ください。
申 込 先： TEL 956-4142 ※キャンセルされる場合は、講座開始3日前までにご連絡お願い致します。

※講座中に撮影した画像等は、嘉手納町広報活動（広報誌、報告書、展示会等）に使用致します。

嘉手納町
人材育成会からの
お知らせ

９月を年度開始とする大学等（日本国外の大学等含む）へ進学または、在学する皆様へ

「入学準備金」及び「奨学金（学資）」貸費生募集のお知らせ
入学準備金

奨学金（学資）

無利子

無利子

①貸与金額：30万円

①貸与金額：50,000円 × 修学月数

②貸与方法：貸与決定後、口座振込いたします。
③選考方法：当会理事会にて、成績や世帯の所得状
況等を踏まえた上で審査します。
④貸与人数：若干名
⑤募集期間：令和２年６月22日（月）～７月31日（金）

②貸与方法：貸与決定後、口座振込いたします。
③選考方法：当会理事会にて、成績や世帯の所得状
況等を踏まえた上で審査します。
④貸与人数：若干名
⑤募集期間：令和２年７月27日（月）
～９月11日（金）

（貸与決定した学校入学時の一回限り）

（※長期休業期間は貸与月数より除きます）

※土日祝祭日は除く

※土日祝祭日は除く

【対 象 者】 ９月を年度開始とする大学等（日本国外の大学等含む）へ進学または、在学する嘉手納町民の方
【提出書類】 ①所定の申請書様式
②添付書類一式（詳細は嘉手納町HPに掲載または窓口にて配布・ご説明いたします）
【受付時間】 ９時 ～ 17時（12時～ 13時は除く）
【お問合先・申請書の配布場所及び提出先】 嘉手納町人材育成会（嘉手納町教育委員会 社会教育課内）
TEL：098-956-1111（内262、263）（嘉手納町役場及び教育委員会のホームぺージからもご確認いただけます）

参加料

無料

ゆるカフェのご案 内

嘉手納町では、ちょっと物忘れが気になる方やその
家族の方、地域の方、専門家が集い話し合える場「ゆ
るカフェ」（認知症について学ぶカフェ）を開催して
おります。
おいしいお菓子と温かい飲み物でゆっくりゆんたく
したり、たまにはのんびり過ごしてみませんか。

対象者：認知症当事者・その家族・地域の方・介護事業所の方
日
場
内

８月13日(木)

時：2020年

午後１時30分～午後４時30分

所：ロータリープラザ１階 シルバー支援センター
容：ちゃんぷる～ダンス、お楽しみプログラム、相談コーナーなど

申込期日

８月３日までに下記の連絡先まで申し込みください。

※新型コロナウイルス感染症の発生状況によっては、受付期間・開催時期を変更する
場合がありますので、事前にお問い合わせください。

申込先：福祉課 地域包括支援係

TEL 956-0849
（柳・田仲）
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図 書 館瓦版

絵 本 講 座
☆☆☆絵本で育まれるもの☆☆☆

司書おすすめ！

『首都感染

絵本をこどもに読んであげることで、こどもの感性や言語力を発
達させ、豊かな人格形成を育むといわれています。
乳幼児期の絵本読み聞かせの大切さや、絵本の選び方から読み聞
かせの実践まで楽しく学びませんか？

PANDEMIC』他

都市感染/高嶋哲夫

巷ではカミュのペストが話題ですが(私的には)
もっとリアルなのはコレです‼
発生源といい、ロックダウンといい10年前の作
品だからでしょうか。作者は「メルトダウン」等、
社会派の高嶋哲夫さんです。
さあ、私たちの戦いもまだ続きそうです。あなた
の大切な人を想って・・・気を付けよう！ 3密・・・

講座内容

読み聞かせの手法・実演

さあ、種をまこう。ちいさな種はやがて大きな木
になる。ユイマールですね。
誰かに求められるためのものではなく、自分がし
たいことを自分自身の手で進める・・・そんな、ほ
んの小さな一歩から始まったお話。

７月25日（土） 午後２時～４時

【日

時】

【場

所】 ロータリープラザ２F

研修室

象】 絵本・読み聞かせに関心のある方
（嘉手納町在住・在勤の方）

【対

種をまく人/ポール・フライシュマン

師

沖縄子どもの本研究会会長
平良 京子 氏

～読書の大切さ～

『SEEDFORKS』ほか

夏だ！

講

【募集人数】

20名

※定員に達し次第、締め切ります。

受講料
無料

【受付期間】 令和２年7月1日（水）～ 19日（日）
【受付場所】 嘉手納町立図書館カウンターまたは電話受付

その①

読書クイズウォークラリー！

おたのしみ

その②

こども司書体験

おたのしみ

その③

子ども向け映画上映会

おたのしみ

その④

こびとさがし

おたのしみ

その⑤

ねんど工作

職員えほんよみきかせ会

7月1日（水）
10時00分～ 10時30分

7月4日（土）及び 7月18日（土）
14時30分～ 15時

（第１、第３土曜日）

（第1水曜日）

全員集合～！（図書館に）

おたのしみ

定例えほんよみきかせ会

７月の休館日

開館時間

祝祭日
毎月曜日 ※定例休館日
館内整理日(7/16）

火～金：午前 ９ 時～午後 ８ 時
土・日：午前10時～午後 ６ 時

【お問い合わせ】嘉手納町立図書館

※くわしい内容は夏休み前にチラシを配布します。

７月

お知らせ

営業時間

平日 9時半 〜 21時

TEL 957-2470

土日祝 10時 〜 18時

※７月１日より募集を開始いたします。定員に達し次第、募集を締め切らせ
ていただきます。予めご了承ください。

夏休み短期こどもスイミング

【目標】 ビート板キック～クロール
※上記の泳法を習得している子は、他の３泳法の指導を行ないます。

【対象】 小学生（定員１期・２期ともに15名）
【日程】 ＜第１期＞８月１日〜８月４日
＜第２期＞８月６日～８月９日
【時間】 AM7：45 〜 AM8：45
【料金】１期・２期それぞれ4,400円
お問い合わせ 嘉手納町健康増進センター

町長の主な業務日誌

令和二年五月十一日〜六月十日

五月

臨時議会

【Ｗｅｂ会議】中部市町村会 正副会長会

十三日

二十二日

コロナ対策会議

第３回新型コロナウィルス対策本
部会議

二十五日

予算査定（６月補正予算）

管理職会議

二十六日

嘉手納町要請行動（外務省沖縄事務所）

十八日

二十七日
機の騒音や悪臭の軽減について」

「嘉手納飛行場から発生する航空

二十八日 【Ｗｅｂ会議】中部市町村会 定例会

嘉手納町要請行動（沖縄防衛局）

機の騒音や悪臭の軽減について」

臨時会

「嘉手納飛行場から発生する航空

庁議

六月

一日

比謝川行政事務組合

迄

7月号

四日

／

15

管理職会議

～
6

八日

月定例議会

嘉手納町要請（沖縄防衛局）

2020

九日

十日
大防止に向けた基地運用に伴う

広報かでな
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13

6

TEL 956-1230

ゴミのダイエット作戦．Mission ４
分別徹底をお願いします!!
リサイクル
センターにて
チップ化

葉っぱのみなら袋に、枝
などはヒモで縛ってく
ださい。

チップ
（土壌改良材）は
毎週水曜日
無料配布中

今回は草木ごみについてお伝えします。
草木ごみは焼却しませんので、指定ごみ袋ではなく市販の
袋でお出しすることが可能です。
幹の太さが直径30㎝未満、長さが２ｍ未満のものまで回収
いたします。
材木など加工された木製品は対象外です。
回収された草木ごみはチップ化し、土壌改良材になります。
毎週水曜日、リサイクルセンターにて町民を対象に無料配
布しておりますのでご利用ください。
【お問い合わせ】産業環境課

嘉手納町タクシー料金
助成事業実証実験

残っている
助成券は

ありませんか？
7月31日を過ぎると
助成券は利用できなくなります。
助成券が残っている方はお早めにご利用ください。

5月1日金 ～ 7月31日金

期 間：令和2年

対象者に450円の助成券を交付します！

※対象となる方には条件があります。お問合せください。
【お問い合わせ】福祉課 社会福祉係
TEL：956-1111（内線127、128）

TEL：956-1111
（内線151、152）

ニライ消防本部よりお知らせ

青い羽根募金へのご協力について
公益社団法人琉球水難救済会は、海で働く人々が救助員と
なり、身近な海域で水難に遭った人々を救助するボランティ
ア団体です。
（公的機関の海難救助活動開始前に現場へ急行し、
初動救助活動に当たっています。）
毎年７月１日から８月31日までの２ヶ月間を「青い羽根募
金強調運動期間」として運動を展開しています。
青い羽根募金は、船舶の遭難や水難事故の際の人命救助等
の組織的訓練及び救難資器材購入等に役立てています。町民
の皆さまのご協力をお願いいたします。

募金振込先：沖縄銀行 高橋支店 普通 1526329

琉球銀行 壺屋支店 普通 4139
海邦銀行 泊支店
ゆうちょ銀行

普通 0-508-276

01780-5-46048

口 座 名 義：公益社団法人琉球水難救済会
【問合わせ先】

公益社団法人琉球水難救済会

TEL：098-868-5940

重大な消防法令違反の建物を
ホームページに公表します
〈対象の建物〉

対象の建物は、 不特定多数の方が利用する建物
（飲食店・物品販売店・宿泊施設等）や一人で避難
することが難しい方が利用する建物（病院・福
祉施設等）

〈違反内容〉

建物に義務付けられた消防用設備等
・屋内消火栓設備
・スプリンクラー設備
・自動火災探知設備
これらが設置されていない場合は重大な 消防法令
違反です。

〈公表の方法〉

ニライ消防本部ホームページへ掲載されます。
ホームページは「ニライ消防本部 違反対象物」で
検索できます。

ニライ消防本部
TEL：956-9924

お問い合わせ

在日米軍従業員の募集について
応募資格
沖縄県在住の満18歳以上の方

１

応募方法
インターネット：http://www.lmo.go.jp
（年中24時間受付）

２

窓口：指定の応募用紙に記入の上、お申込み
（土日祝、年末年始除く）
窓口応募受付場所及び問合せ先
独立行政法人 駐留軍等労働者労務管理機構（エルモ）
沖縄支部 管理課 TEL：098-921-5532

３

予防課

ご寄附ありがとうございました
人材育成会への寄付について
＜嘉手納町字嘉手納＞

島袋 芳子様より

嘉手納町人材育成会指定寄付金として

100,000円

（令和２年５月８日）

社会福祉協議会への寄付について
＜嘉手納町字嘉手納＞

島袋 芳子様より

故 島袋正助様の香典返しとして

100,000円

（令和２年５月８日）

広報かでな

2020

7月号

14

新型コロナウイルス感染拡大防止のため各行事は延期または
中止する可能性がございますのでご了承ください。

町民カレンダー
日

曜日

1
2
3
4

土
日
月
火

5
6

水
木

7
8
9
10
11

金
土
日
月
火

12

水

13

木

14
15

金
土

16
17
18

日
月
火

19

水

20

木

21

金

22
23
24
25

土
日
月
火

26
27

水
木

28

金

29
30
31

土
日
月

行 事 名
週末集団健診②

開 催 時 間
午前8時30分～ 11時30分

ひと、みらい輝く交流のまち かでな
開 催 場 所
役場エントランスホール

西浜区ことぶきの会
グッジョブ・サポート・嘉手納

午後2時〜 4時
午前10時～午後５時

西浜区コミュニティーセンター
役場エントランスホール

総合健康相談
操体教室
グッジョブ・サポート・嘉手納

午前9時～ 11時30分
午前10時～ 11時30分
午前10時～午後５時

役場保健師室
総合福祉センター 4階
役場エントランスホール

山の日
西区集団健診
南区かりゆし会
グッジョブ・サポート・嘉手納
西区集団健診
婦人検診
東区がんじゅう会
総合健康相談
操体教室
北区百の会
グッジョブ・サポート・嘉手納
農林健児之塔慰霊祭
平和祈願祭

受付午前8時30分～ 11時
午前10時～午後1時
午前10時～午後５時
受付午前8時30分～ 11時
受付午後13時～ 14時30分
午後2時〜 4時
午前9時～ 11時30分
午前10時～ 11時30分
午前10時～午後1時
午前10時～午後５時
午前10時
午前11時

西区コミュニティーセンター
南区コミュニティーセンター
役場エントランスホール
西区コミュニティーセンター
西区コミュニティーセンター
東区コミュニティーセンター
役場保健師室
総合福祉センター
北区コミュニティーセンター
役場エントランスホール
農林健児之塔（野國總管宮、奥）
招魂之塔（野國總管、近く）

西浜区集団健診
西浜区ことぶきの会
グッジョブ・サポート・嘉手納
西浜区集団健診
婦人検診
西区ゆんたの会
総合健康相談
操体教室
グッジョブ・サポート・嘉手納
行政相談

受付午前8時30分～ 11時
午前10時～午後1時
午前10時～午後５時
受付午前8時30分～ 11時
受付午後1時～ 2時30分
午前10時～午後1時
午前9時～ 11時30分
午前10時～ 11時30分
午前10時～午後５時
午後2時〜 4時

総合福祉センター
西浜区コミュニティーセンター
役場エントランスホール
総合福祉センター
総合福祉センター
西区コミュニティーセンター
役場保健師室
総合福祉センター 4階
役場エントランスホール
嘉手納町総合福祉センター４階

中央区あしびなー会
南区かりゆし会
グッジョブ・サポート・嘉手納
西区ゆんたの会
総合健康相談
操体教室
北区百の会
グッジョブ・サポート・嘉手納
東区がんじゅう会

午後2時〜 4時
午後2時〜 4時
午前10時～午後５時
午後2時〜 4時
午前9時～ 11時30分
午前10時～ 11時30分
午後2時〜 4時
午前10時～午後５時
午前10時～午後1時

中央区コミュニティーセンター
南区コミュニティーセンター
役場エントランスホール
西区コミュニティーセンター
役場保健師室
総合福祉センター 4階
北区コミュニティーセンター
役場エントランスホール
東区コミュニティーセンター

6月号掲載の町民カレンダーに誤りがありました。
7月10日金曜日
「北区集団健診②」、「北区婦人がん検診」は「南区集団健診②」、「南区婦人がん検診」です。
時間、場所に変更はありません。ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
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8月

令和2年

●基地被害苦情110番
☎ 0800-200-4665
通 話 料 無 料。24時 間365日
対応。音声ガイドにて対応い
たします。

●社会福祉協議会
☎ 956-1177
●嘉手納町中央公民館
☎ 956-4142
●嘉手納町立図書館
☎ 957-2470
●嘉手納町商工会
☎ 956-2810
●かでな復興（株）
☎ 957-1414
●防衛施設周辺整備協会
☎ 956-0750
●嘉手納警察署
☎ 956-0110
●ニライ消防本部
☎ 956-9914
●環境美化センター
☎ 982-8221
●東 区
☎ 956-3179
●中央区
☎ 956-6223
●北 区
☎ 956-3928
●南 区
☎ 956-4688
●西 区
☎ 956-4544
●西浜区
☎ 956-4541
●夜間・休日高齢者
相談窓口(比謝川の里)
☎ 957-3000
平日夜間:午後5時15分以降
休日(土、日、祝日):24時間対応

●屋良小学校
☎ 956-2214
●嘉手納小学校
☎ 956-2264
●嘉手納中学校
☎ 956-2263
●嘉手納高等学校
☎ 956-3336

嘉手納町が

QABの番組（5ch）を視聴中にdボタンを押して、

QABデータ放送を

市町村からのお知らせ

を選択すると

嘉手納町からのお知らせが見られます。
お知らせが表示されない場合は
。
し
た
ま
dボタン → お天気 → 地域設定で変更できます。
始め

QABデータ放送で行政情報をお届けします。嘉手納町のお知らせの確認方法
嘉手納町

市町村からのお知らせ

行政情報

嘉手納町からのお知らせ

お天気
①

dボタンを押す

②「市町村からのお知らせ」を選択

③ 表示されます

マイナポイントを活用した消費活性化策のご案内

第11回嘉手納町

しまくとぅば語やびら大会

マイナポイントは
買い物に使える！

＊＊＊誰もが気軽にうちなぁぐちを使える楽しい町づくり＊＊＊

（2020年9月実施）

☆９月18日は「しまくとぅばの日」☆
幅広年齢層にふるさとの言葉に関心を高めてもらい、楽しく“しまく
とぅば”に触れる機会として、「第11回 嘉手納町しまくとぅば語やびら
大会」を開催!!
日
場

時：令和２年７月18日
（土）

開場13：30 開演14：00
所：中央公民館 大ホール

マイナンバーカードをつくって、マイ

ナ ポ イ ン ト を 予 約 す れ ば、 ２ 万 円 の

チャージ などで 上限5,000円 分の

入場
無料!

マイナポイントがもらえます。

▼詳しくはこちら

「マイナポイ
ント
で検索してね 」
！

（ロータリープラザ２Ｆ）

主 催：嘉手納町文化協会
後 援：嘉手納町・嘉手納町教育委員会・嘉手納町議会

令和3年度

外語塾生募集

嘉手納町立嘉手納
外語塾推薦入試のお知らせ
1．出願資格

１）日本国籍を有する18歳～ 19歳（平成13年4月2日生～平成15年4月1
日生）とし、令和３年３月卒業見込みの者
２）本人または生計を一にする保護者が令和２年４月１日現在本町に３年
以上住所を有し、引き続き居住する者
３）推薦資格は、日本英語検定協会における英語技能検定準２級相当の英
語力を有する者で且つ、次の各号のいずれか一つに該当し、出身高等
学校長が推薦した者とする。
（１）英語の成績が4.0以上の者
（２）高等学校での特別活動、部活動、ボランティア活動、出席率
（三ヵ年皆勤賞等）及び人物が優秀な者
2．出願期間

令和２年７月20日
（月）～ ８月14日
（金）
午前８時30分～午後５時15分
※ただし、土日祝祭日は除く。

3．試験科目

小論文（日本語600 ～ 800字）、面接（日本語・英語）

4．試験日時

令和２年８月21日（金）

5．試験会場

嘉手納町立嘉手納外語塾（ロータリープラザ３階）

6．募集人員

５名以内

7．合格発表

令和2年9月1日（火） 午前10時

〈お問合せ先〉嘉手納町立嘉手納外語塾

発行／嘉手納町役場

マイナポイント

編集／企画財政課

電話

検索

外語塾生活を
体験してみよう!!

嘉手納外語塾

オープンスクール!
8月１7日（月）
・18日（火）
・19日（水）
≪体験可能講座≫

※当日、講座内容が変更になる場合もあります。ご了承ください。

修学期間
2年
09：00 ～ 10：20

嘉手納外語塾の特色
授業料
不要

８月17日（月）

８月18日（火）

英会話Ⅰ

リーディングⅠ

マナー講座

英語で沖縄紹介

10：30 ～ 12：00

リスニングⅠ

14：40 ～ 16：10

コンピューター

13：00 ～ 14：30

奨学金
支給

少人数
クラス
８月19日（水）

ライティング初級

英検対策初級

TOEIC対策初級

コンピューター

コンピューター

英検対策

●申 込 期 間：令和2年８月12日（水）～ 14日（金）
●対
象：高校生から25歳までの嘉手納町民
●お申込み方法：体験希望講座を電話で外語塾へ直接お申し込み
ください。
※新型コロナウイルス感染蔓延防止対策のため、変更、中止の場合があります。
直接電話にてお問合せください。

956-1616

〈お問い合わせ先〉嘉手納町立嘉手納外語塾

〒904-0293 嘉手納町字嘉手納588番地

TEL 956-1616

TEL098-956-1111（内線232） 印刷／（株）尚生堂

