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市では、地球温暖化対策など、環境
保全に向けた市民、事業者などの具
体的な行動の指針となる那覇市地球
環境保全行動計画策定します。今回
のワークショップのテーマは市民で
できるエコアクションです。環境に
関心をお持ちの方はぜひご参加くだ
さい。　日　8月12日（日）10時～17時　
場　緑化センター（新都心公園）
申　問　環境政策課（�951-3231）

 

日　9月～11月の毎週火、水、木曜日
（10時～12時）　場　ぶんかテンブス館
内　定　1年後の就労を目指す選抜コー
ス8名　対　市在住の障がいをお持ちの
方で、就労を強く希望する方。また、送
迎や付き添いを手配でき、ワープロソフ
トおよび表計算ソフトの基本操作ので
きる方　申　問　8月17日（金）までに障
害福祉課（�862-32375）へ

 

市では、若年者（30歳未満）の雇用安
定および障がい者の雇用機会の増大
を推進するため、国（ハローワーク）のト
ライアル雇用に引き続き市在住の若年
者や障がい者を常用雇用した事業主
に対して、2～3か月間奨励金を支給し
ます。　【奨励金額】8～15万円（詳細は
市ホームページ参照）　問　労働農水課
雇用対策室（�951-3209）
 
日　①10月6日（土）　②7日（日）　場　①
国際通り（市民演芸・民俗芸能パレー
ド）　②国道58号（那覇大綱挽）　内　会
場運営、雑踏整理、迷子の保護など※
交通費、食事代として1，500円支給
申　8月31日までに那覇市観光協会（�
862-1442）へ

 

【申請期間】9月3日（月）～5日（水）【対
象者】漁業法第86条の規定により、沖
縄海区漁業調整委員会の委員の選挙
権を有する者　【申請方法】登載申請
書を各漁業協同組合などを通じ、また
は直接市選挙管理委員会へ提出
問　市選挙管理委員会（�951-3215）
 
8月4日（土）～10日（金）の日程で、姉
妹都市のブラジル・サンビセンテ市か
ら、市長一行10名の訪問団が市を訪
れることに伴い、市議会において、サン
ビセンテ市長への国際親善名誉市民
顕彰式を行います。関心のある市民の
皆さんは、ぜひ傍聴席へお越しくださ
い。詳しくはお問い合わせください。
問　平和交流・男女参画室（�861-
5195）

あなたの声を！地球環境保全行動計
画第1回ワークショップ参加者募集

障がい者パソコン講習会（就労支
援コース）

若年者や障がい者を雇用する事
業主を支援します

第37回那覇まつりボランティア大募集

「沖縄海区漁業調整委員会委員選
挙人名簿」への登載申請について

サンビセンテ市長来訪

 
那覇・南風原クリーンセンターに火災な
どの災害ごみの処理を依頼する場合
は、消防本部のり災証明書、那覇市・
南風原町環境施設組合が発行する搬
入許可証が必要です。事前確認を
行ってから搬入許可証を発行しますの
で、お問い合わせください。　問　那覇市・
南風原町環境施設組合（�882-6713）
 
市の無縁遺骨仮安置所には、公共工
事や宅地開発などで発見された無縁
遺骨、身元不明の行旅死亡人、引取人
のいない死亡者の遺骨を仮安置され
ており、毎年遺族に代わって慰霊祭を
執り行っています。今年は、次の日程
で行います。　日　8月17日（金）15時～
場　市無縁遺骨仮安置所（識名霊園内）
問　環境保全課(�951-3229)

 

 

日　8月1日（水）～6日（月）　場　パレット
くもじ7階リウボウホール　費　無料
問　観光課（�862-3276）
 
日　8月2日（木）10時～20時　場　緑化セ
ンター　内　ハーブの料理講習会、ハー
ブクラフト、展示即売など（一部教材費
が出る講習会があります）　問　花とみ
どり課（�951-3225）
 
日　①8月15日（水）　②22日（水）※い
ずれも14時～16時　場　①小禄南公民
館　②首里公民館　対　市在住の小学
4～6年生と保護者　定　①②いずれも
親子15組　申　環境政策課ゼロエミッ
ション推進室（�951-3392）まで
 
日　8月15日（水）～9月12日（水）19時～
21時※全5回　場　石嶺公民館　内　陸
や海洋危険生物の対処法、車の故障

災害ごみの処理について

那覇市無縁遺骨仮安置所慰霊祭

����
第7回おきなわ・那覇の観光写真
コンテスト入賞作品展

第6回なはハーブまつりの開催

地球温暖化防止親子講座

「あなたならどうする！？」受講生募集

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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���市民会館
入場料終演開演公 演 内 容日

無料（要招待券）

１３：１５
１７：１５

１１：３０
１５：３０

明治ぬいぐるみミュージカル
ファミリー劇場　（かさじぞう）・（３まいのおふだ）

４（土）

大

ホ
ー
ル

１２：４５
１６：４５

１１：００
１５：００５（日）

１２：４５
１６：４５

１１：００
１５：００６（月）

前売　￥１，５００
高校生以下　　
　　　￥１，０００
当日（￥３００増し）
（未就学児は膝上無料）

１５：００
２０：００

１３：００
１８：００燃ゆる首里城～尚真王龍球外伝１８（土）

￥５００１５：００１１：００おでかけライブ in 沖縄５（日）

中
ホ
ー
ル
※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。

１日（水）　�第７回おきなわ・那覇の観光写真コンテスト入賞作品展（～６日　パレットくもじ７階リウボ　ウホール　観光課）
２日（木）　�第６回なはハーブまつり（１０：００　緑化センター　花とみどり課）
１７日（金）　�那覇市無縁遺骨仮安置所慰霊祭（１５：００　市無縁遺骨仮安置所（識名霊園内）　環境保全課）
１９日（日）　�壺屋焼物博物館ギャラリートーク※子供向け　（１５：００　壺屋焼物博物館）

★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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入場料終演開演公 演 内 容日

前売　　￥８００
当日　￥１，０００

　
２０：００１８：００

開邦高校音楽コース卒業生による
～今は小さいけれど vol．２
こども医療支援チャリティーコンサート

１１（土）

一般　￥１，０００
高校生以下￥５００１６：００１４：３０

ホルンの美しいメロディー　　　　　　
Hornissimo ホルンコンサート

１２（日）

前売　￥２，０００
当日　￥２，０００２１：００１８：００コンサートTOUR２００７　真夏の夜の夢１５（水）

招待未定未定陸に上がった軍艦　特別招待試写会１６（木）

一般　￥２，０００
学生　￥１，０００
（当日各￥３００増）

２１：００１９：００石垣真秀イタリア帰国報告　テノールリサイタル１７（金）

前売　￥１，０００
当日　￥１，０００２１：３０１８：００翔ゆたかカラオケ教室生徒発表会１８（土）

無料１８：００１０：２０第２３回ピアノ検定１９（日）

無料１６：００１４：００第１７回日本クラシック音楽コンクール沖縄予選２２（水）

前売　￥２，５００
当日　￥２，５００
学生　￥１，５００

２１：００１９：００美しき歌の調べ２３（木）

展示会１４：００～
無料

前売　￥１，５００
当日　￥１，８００

２１：００１９：００
沖縄コレクション２００７ＩＭモード
ファッションデザインコンクール＆ファッションショー
テーマ　洋と和の舞

２９（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。

8月
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市では、市政に関するお知らせや施設の催し物案内などをみなさまの携帯電話
やパソコンにお届けする、メールマガジン「情報パックなはメール」を配信し
ています。みなさまのご登録をお待ちしています。
【パソコンから】
市ホームページ　http://www.city.naha.okinawa.jp/からアクセス
【携帯電話から】
http://www.city.naha.okinawa.jp/k/から、
またはＱＲコードからアクセス

お問い合わせ　秘書広報課（�８６２－９９４２）
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公益信託那覇市NPO活動支援基金
平成１８年度決算公告

１．事業概要
市において社会貢献活動を行う市
民活動団体１３件総額３００万円の助
成を行った。
２．財産目録（平成１９年３月３１日現在）
資産合計 ５１，１９６，２８３円　
負債合計 ０円　
正味信託財産 ５１，１９６，２８３円　
東京都千代田区丸の内１丁目４番５号
公益信託　那覇市NPO活動支援基金
受託者　三菱UFJ信託銀行株式会社


