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日　……　日時・期間　　問　……　お問い合わせ　　対　……　対象　　内　……　内容
場　……　会場・場所　　申　……　お申し込み　　　定　……　定員　　費　……　費用
◆講座・催しものなどで特に記載のないものは　
　①誰でも参加可（申し込み不要）　②費用は無料です。

那覇市立病院
�　��������（代表）
■救急診療（365日・24時間診療）

診療場所受付場所診療日時

急病センター
（地下１階）

１階
総合受付８：００～１７：００月

〜
金 急病センター

（地下１階）１７：３０～翌日８：３０

急病センター
（地下１階）

土・日、祝日、慰霊の日、
年末年始の終日

www.nch.naha.okinawa.jp/
■外来診療日割表 ※眼科・精神科は完全予約制です。
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◎△◎△◎◎◎△◎◎◎◎○月
◎△◎△○－◎◎◎◎◎◎○火
◎◎◎△△◎◎△－◎◎○○水
◎△◎◎○△◎◎◎◎◎◎○木
◎－◎△△◎◎◎◎◎◎◎○金
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６日（土）　�第３７回那覇まつり（～８日）
８日（月）　�第６回那覇平和芸術祭ふれあいジャズフェスティバル２００７（１４：００　市民会館大ホール　文化振興課）
８日（月）　�第２回健康フェスティバルinなは（市民体育館、漫湖市民庭球場、首里石嶺プール　市民スポーツ課）
８日（月）　�「体育の日」体育施設無料開放（市民体育館、漫湖市民庭球場、首里石嶺プール　市民スポーツ課）

★プラネタリウム一般投影（毎週日曜日 14：00久茂地公民館）

＊那覇市ホームページ　http://www.city.naha.okinawa.jp/
＊那覇市観光協会ホームページ　 http://www.naha-navi.or.jp/
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入場料開演開場催　　　　　物日
￥２，５００１８：３０１８：００２００７　ちゅらさんフェスティバル５（金）

大

ホ

ー

ル

無料１４：００
１６：３０１３：３０第６回那覇平和芸術祭

ふれあいジャズフェスティバル２００７８（月）

大人前売　￥２，０００
中高校生　￥１，０００
（当日 ５００円増）
小学生以下無料

１８：３０１８：００音楽の道５０年
上原昌栄チャリティーコンサート１３（土）

前売　￥４，５００
当日　￥５，０００１９：００１８：３０産隆大學應援團１９（金）

前売　￥３，０００
当日　￥３，５００１４：００１３：３０功名の華に贈る　劇団うない公演２１（日）

前売　￥１，５００
当日　￥２，０００１９：００１８：３０

認証３０周年記念
沖縄ベンチャークラブチャリティー講演会
「いのちを救え！武器なき国際貢献」
～アフガニスタンの医療の現場から～

２２（月）

前売　￥２，０００
当日　￥２，５００１８：３０１７：３０秀風会本盛秀八重山民俗舞踊研究所

第１２回発表会　秀風凛舞２７（土）

￥１，０００１４：００
１８：００

１３：００
１７：００第３１回　那覇婦人連合会芸能大会２８（日）

無料

１０：００１０：００

第３３回　沖縄県書道展
１９（金）中

ホ
ー
ル

１０：００１０：００２０（土）

１０：００１０：００２１（日）
※主催者の都合により内容を変更することもありますので、お問い合わせください。

１０月

 

平成20年度の市立病院の地方独立行
政法人への移行に向け、中期目標を
制定するにあたり、広く市民のみなさま
から意見を募集します。中期目標は法
人が達成すべき業務運営に関する指
針と基準を市が指示するものです。詳
しくは担当課までお問い合わせくださ
い。　問　経営企画室（�884-5111）

 

市立学校隣接校選択制に関連して、
平成20年4月に市内の小中学校へ入
学予定の新1年生を対象に、保護者宛
で希望申請票を各家庭へ送付してい
ます。ご記入の上、直接または郵送で
市教育委員会学務課へ提出してくだ
さい。　【受付締切】11月8日（木）18時
まで※締切を過ぎた場合は、その理由
の内容に関わらず受付できません。
問　市教育委員会学務課（�891-3505）
 
「秋の行政相談週間」にあたり、一日行
政相談所を開設します。行政に対する
苦情や要望、法律相談も受け付けます。
相談は無料、秘密は厳守します。お気
軽にご相談ください。　日　10月18日
（木）10時半～　場　サンエー那覇メイン
プレイス2階シネマQ前　問　市民協働
推進課（�862-9955）
 
自動車事故が原因で保護者が死亡ま
たは重度の後遺障がいを残すことと
なったため、生活が困窮している家庭
のお子さんの義務教育修了までの経
済的援助を行う貸付制度を実施して
います。　【対象者】自動車事故で死亡
した方または重度の後遺障がいが
残った方のお子さんで、義務教育修了
前の児童　【貸付金】お一人につき最
初一時金155,000円、以後月額20,000
円、希望により小学校と中学校入学時
に入学支度金44,000円※無利子　【返
還】貸付期間終了後6か月または1年
の据置期間経過後20年以内

 

自動車事故が原因で、脳、脊髄または
胸腹部臓器を損傷し、重度の障がい
のある方を介護するご家庭に対し、介
護料の支給を行っています。　【対象
者】移動、食事、排泄など日常生活動
作について常時または随時の介護を
必要とする方　【支給金額】29，290円
～136，880円（障がいの度合いにより

地方独立行政法人中期目標に対
する市民意見の募集

市立学校隣接校選択制の希望申
請票について

一日合同行政相談所開設

（1）自動車事故による被害者の方へ

（2）自動車事故により重度後遺障
がいを残された方へ

変動します）
（1）（2）　の　問　市民協働推進課（�862-
9955）

 

第二次世界大戦において、戦時衛生
勤務に従事された旧日本赤十字社救
護看護婦および旧陸海軍従軍看護婦
の方（慰労給付金受給者を除く）に対
して、内閣総理大臣名の書状を贈呈し
ます。ご本人またはご家族などの方か
らのご連絡お待ちしています。　【請求
期限】平成21年3月31日　問　福祉政策
課（�862-9002　�862-0383）
 
お一人様500円の掛け金で、最高100
万円の見舞金の「交通災害共済」に家
族そろって加入しましょう。　【加入資
格】①市在住で住民登録、外国人登録
されている方　②前記①の被扶養者
で就学のため市外在住の方　【加入方
法】各金融機関および市役所本庁、3
支所に備え付けの申込書へ記入の上、
各金融機関で申込　※詳しくはお問い
合わせください。　問　市民協働推進課
（�862-9955　�861-3769）
 
市では、市民のみなさまが社会生活の
節目など（結婚、出産、入学、トゥシビー、
創立記念など）において市の公園に記
念植樹などを行える、記念植樹等実施
制度を制定しました。それぞれの記念
に記念植樹などをしてみませんか。　
※記念植樹等とは、公園内に記念の
ための樹木の植栽、ベンチや遊具など
を設置することで、費用は申請者の負
担となります。　費　樹木（13種）は1本
当たり10万円、ベンチや遊具などは実
費負担　問　花とみどり課（�951-3225
�951-3226）

 

【対象団体】市で1年以上の活動実績
があり、平成20年度に高齢者や障がい
者に対する在宅福祉の向上、健康や
生きがい作り、ボランティア活動の活性
化などに関する事業を行う福祉団体ま
たはボランティア団体　【助成金】1事業
あたり助成対象経費の9割の範囲内で、
上限100万円　問　福祉政策課（�862-
9002）

旧日本赤十字社救護看護婦等に
対する書状贈呈について

「交通災害共済」に加入しましょう

市記念木植樹等実施制度について

平成20年度那覇市地域福祉基金
助成団体の募集
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市役所の昼休み時間が変更になります
　10月1日から、市役所の昼休み時間が、12時15分から13時ま
での45分間になります。
　ただし、一部異なる窓口がありますので、各窓口までお問い
合わせください。 お問い合わせ　人事課　�861-7499
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入場料開演開場催　　　　　物日
前売・当日
￥１，９００１７：３０１７：００朋里會子カラオケ教室発表会２００７４（木）

無料１４：００１３：００第３１回　那覇市社会福祉大会５（金）

前日・当日
￥５００

１３：３０
１８：００

１３：００
１７：３０第１回定期演奏会７（日）

当日　￥５００１７：３０１７：００第４回クラリネットアンサンブル　合同演奏会８（月）

無料１６：３０
１９：００

１６：００
１８：３０マカオの夕べ１０（水）

前売　￥４，２００
（当日　￥５００増）
全席指定席

１９：００１８：３０プッチーニ初演版に迫る「新・蝶々夫人」
～熊澤南水の“語り”とオペラの初共演～

１３（土）

１５：００１４：３０１４（日）

前売　￥５，２５０１３：００１２：３０ハチミツ・ローヤルゼリー蜂医学術セミナー１７（水）

前売　￥１，９００１８：００１７：３０
歌のさんぽ道
歌謡祭並に全国縦断歌謡フェスティバル沖縄地
区予選

１８（木）

前売
大人　￥１，０００
小人　　￥８００
当日
大人　￥１，５００
小人　￥１，０００

１１：００
１５：００
１９：００

１０：３０
１４：３０
１８：３０

第２３回うないフェスティバル２００７
～映画「日本の青空」～１９（金）

無料１０：３０１０：００第７回ヤマハヤングピアニストコンサート２１（日）

前売　￥２，０００１９：００１８：３０森　夏子ライブ２２（月）

無料１９：００１８：３０那覇平和芸術祭「那覇センセイション」２５（木）

一般　￥２，５００
学生　￥１，０００

（当日各￥３００増）
１９：００１８：３０赤嶺紀子ソプラノリサイタル

～ジャズピアニスト屋良文雄と共に～２６（金）

前売　￥１，０００
当日　￥１，２００１９：００１８：３０沖縄マンドリンアンサンブル

結成３０周年記念演奏会２７（土）

無料１４：００１３：３０第８回那覇シティアンサンブル定期演奏会２８（日）

前売　￥１，５００１８：３０１８：００『基地を笑え！お笑い米軍基地』３１（水）

※主催者の都合により内容を変更することもありますので、お問い合わせください。

１０月


