
イバッグの展示紹介、ごみ最終処分
場跡地１０，０００本植樹、人とペットが
共に暮らせるまち、など　問 環境政
策課（�９５１－３２３１）
 
日 ６月２日（土）、３日（日）　場 サン
エー那覇メインプレイス２階オープ
ンモール　内 那覇市水道の歩みパネ
ル展、水道ポスター展、節水コマ効
果測定装置の実演、水道水ペットボ
トルの無料配布など　問 上下水道局
（�９４１－７８０１）

 

日６月１０日（日）１４時～１７時　場 にぎ
わい広場　費 ５００円　申　問 ６月１日
（金）から受付、チャレンジショップ
（�８６８－７８５５）まで

 

【講師】上江洲澄子　日 ６月９日（土）
１４時～１６時　場 緑化センター　対 市
在住、在学、在勤の方　定 １０名　
費 １，０００円

 

【講師】大城真由美　日 ６月２３日（土）
１４時～１６時　場 緑化センター　対 市
在住、在学、在勤の方　定 ３０名
費 ５００円
（１）（２）　の 問 緑化センター（�８６２－
１９４７）

男性のうつを考える講座「こころのうた
～うつに感謝～」
【講師】あらかきけんしょう（浦添市
役所保健師）　　日　６月１日（金）１９時
～２０時半
女性とからだセミナー「みんなで楽しく
乳がん講座～今年こそ、乳がん検診
デビュー！～」
【講師】久高学（那覇市立病院　乳癌専
門医）　日　６月２日（土）１４時～１６時

■６月５日（火）～１０日（日）▼「一期
会」写真展２００７／写真／第１展示室
▼水彩三人展／絵画／第２展示室▼
沖縄コンタックスクラブ展／写真／第
３展示室

第４９回水道週間 in 那覇メインプレイス

にぎわい広場フリーマーケット開催
および出店者募集

（１）緑化講習会「ハーブの栽培と
利用方法」

（２）市民講座「ガーデンデザイン
の初歩」

■６月１２日（火）～１７日（日）▼SCC
写真クラブ「ゼロ」写真展／写真／第
１展示室▼写真クラブ　真の会　写真
展／写真／第２展示室▼臼井ルリ子
写真展／写真／第３展示室
■６月１９日（火）～２４日（日）▼キルト
風の薔薇　パッチワーク展示会／パッ
チワーク／第１展示室▼みかんの会
絵画展／絵画／第２、３展示室
■６月２６日（火）～７月１日（日）▼キ
ルトビー２０周年記念展／パッチワーク
／第１展示室▼真弓書道展／書／第
２展示室▼金城明一　絵画展／絵画
／第３展示室

臨時休館のお知らせ
資料整理のため次の期間休館します。
日６月４日（月）～８日（金）
「壺屋焼物博物館ギャラリートーク」
日６月１７日（日）１５時　内 常設展示の
解説　費 入館料が必要　※当日、博
物館１階受付前に集合（申込不要）
飛躍人展
日６月１９日（火）～７月１日（日）　　
場３階企画展示室　費 無料

松田いちえフラメンコスタジオ発表会
VOL.3
日６月３日（日）１７時半　費 ２，０００円
市民公開講座「おしっこのことで悩ん
でいませんか？」～より快適な生活を
送るために～
日６月９日（土）１４時　費　無料
キャラOKINAWA演劇プロジェクト第
一弾「ピック☆ポケット～指先のむこう
にある未来～」
日６月１０日（日）１４時、１８時　費　前売
２，０００円、当日２，５００円
BOO STAND ダンスイベント
日６月１６日（土）１５時　費　前売２，０００
円、当日２，５００円
興南学園 オーケストラ演奏会
日６月１７日（日）１３時半　費　５００円
オリジンお笑いライブ喜笑転決
日６月２３日（土）１９時　費　１，５００円
“Liberal Dance Party vol．2”全 国
大会出場記念イベント
日６月２４日（日）１５時　費　一般１，５００

円、高校生以下５００円
 

 
日７月３０日（月）～８月２６日（日）の間
で、３日間のボランティア体験　場 高
齢者関係施設、障がい者関係施設、児
童関係施設、医療保健関係施設、国際
関係施設、環境関係施設、その他福祉
関係施設　対 中学生以上で３日間以
上参加できる市在住、在学、在勤の方
定 ６００名　費 原則無料（一部実費負
担あり）　申　問 専用申込用紙を６月
１日（金）～２９日（金）までに那覇市社
会福祉協議会へ直接か郵送で申込
問 那覇市社会福祉協議会（�８５７－
７７６６）
 
現在児童手当を受けている方は、毎
年６月中に、所得および児童の養育
状況を確認するため現況届けを提出
しなければなりません。この届けは、
平成１９年度（１９年６月～２０年５月）に、
引き続き受給できるかを決定する大
事な届けです。現況届けを提出しな
い場合は手当が受けられなくなりま
すので、必ず提出してください。　
【受付期間】６月５日（火）～２９日（金）
【受付場所】子育て応援課２階１３番窓
口（支所での受付はできません）
問 子育て応援課（�８６１－６９５１）

 

養護学校などに通っている児童を夏
休み期間中、児童館などでお預かりし、
保護者の仕事と育児の支援、地域の
児童との交流を図ります。　日 夏休
み期間中（月～土曜日）１０時～１８時
場市内４施設　対 現在働いている保
護者のお子さんで、養護学校などに
通っている児童　費 利用料金（申込の
際に説明します）　申 ６月１８日（月）～
２９日（金）までに療育センターに備え付
けの用紙に記入の上提出※希望者が
多数の場合には、受入場所、利用時間、
曜日などを調整させていただくことが
あります。　問 子育て応援課療育セン
ター（�８５８－５２０６）
 

１３時～１６時半（本庁のみ１０時～１３時）
内 肥満、高コレステロール、生活習慣
病や子供の食生活の悩みなどに栄養

�����
なはサマーボランティア２００７参加者募集

児童手当現況届の提出について

夏休み期間中の障害児学童の受
け入れについて

栄養相談（予約制）

士が相談にのります。　対 市民　問 市
保健センター（�８５８－１４５６）

 

市では、介助が必要な障がいを持つ
方へ住宅を改造する費用の一部を助
成しています。　【対象者】市在住の身
体障害者手帳（下肢または体幹機能
障害、視覚障害、内部障害のいずれ
か）または療育手帳を持つ、介助を必
要とする方　【対象工事】段差解消、
和式便器から洋式便器への変更など
※助成が決定後の工事開始となりま
すので、すでに着工している工事、完
了している工事は対象外です。※介護
保険優先　申 ６月２５日（月）～７月１３
日（金）　問 障害福祉課（�８６２－３２７５）

 

日　６月１３日（水）、２０日（水）１９時～２１時
場　若狭公民館　内　メタボリックシ
ンドロームの正しい知識と予防法な
どを学ぶ　対　６９歳以下の市在住、在
勤の方　定　３０名　問　若狭公民館（�
８９１－３４４６）　
 
糖尿病について気になる方を対象に
保健師、栄養士、運動指導士による個
別相談　日 毎月第３月曜日（１３時半
～１６時半）　場 市保健センター　対 ４０
～６４歳の市民で糖尿病境界型の方

 

対 ２０～６４歳の市在住、在勤で、男性
が腹囲８５cm以上、女性が腹囲９０cm
以上で３か月以上の実践を継続し、
腹囲減を達成した方を表彰（副賞あ
り）。個人コース、グループ（家族、
職場、地域など）コースあり。　【応募
締切】１２月２７日（木）
（１）（２） の 問 健 康 推 進課（�８６２－
９０１６　� ８６２－４２６６）
 
日 毎月第１～第４月曜、金曜日（１０
時～１３時）　内 精神障害者を支える
家族（家族相談員）が自らの体験を生
かして、心の病で悩んでいるご本人や
ご家族へ電話相談・来所相談を行っ
ています。一人で悩まずご連絡下さい。
 
日 毎週月、水、金曜日（１４時～１７時）
内 ピア（＝仲間、対等）カウンセラーは
精神科に通院中の仲間が同じように
悩んだ経験から、心の病で悩んでいる
人の問題解決のお手伝いをします。電
話相談、来所相談共に行っています。
（１）（２）の　 問 　精神障害者地域生活支
援センター　なんくる（�８３６－６９７０）

障がいを持つ方のための住宅改
造を支援します

メタボリックシンドローム予防講演
会（予約制）

（１）糖尿病健康相談（予約制）

（２）「健康なは２１」健康チャレンジ表
彰大募集！「ストップ・ザ・８５」に挑戦

（１）精神障害者家族相談

（２）精神障害者ピアカウンセリング

なは女性センター
�　��������　�　��������
利用時間　月～金（９時～２１時）、
土曜日（９時～１７時）／日曜、祝日休館

壺屋焼物博物館
�　��������　�　��������
　開館時間１０時～１８時
　（入館は１７時半まで）／月曜休館

場　　所開催日

市保健センター６月１日（金）

市役所本庁７日（木）

真和志支所８日（金）

市北保健センター２０日（水）
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那覇市民ギャラリー
（パレットくも じ６階）�　��������
開館時間：１０時～１９時／月曜休館
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ぶんかテンブス館
（てんぶす那覇４階）

�　��������　�　��������
開館時間 ９時～２４時／第２・４月曜、休館

テンブスホール 6月

平成19年度

市政功労者（８名）を表彰
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