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9月は「市長へ手紙を出す月間」です。
この機会に市長へ手紙を出してみま
せんか。　【提出方法】9月1日（土）～30
日（日）までに、①手紙または葉書に住
所と氏名を記入し、表に「市長への手
紙」と朱書きし郵送②市ホームページ
の「インターネット相談窓口」の相談タイ
トル欄でタイトルの次に「市長への手
紙」として住所と氏名を記入　【回答
方法】文書で回答　【あて先】〒900-
8585那覇市泉崎1-1-1那覇市市民協働
推進課気付　那覇市長　翁長雄志　
問　市民協働推進課（�862-9955　�
861-3769）
 
ただいま策定中の「那覇市第4次総合
計画」（案）に対するみなさんからのご
意見を募集中です。詳しくは、市ホーム
ページ（市民意見提出制度）、または市
役所本庁6階経営企画室窓口備え付
けの用紙をご覧ください。　問　経営企
画室（�862-9937）

 

日　11月11日（日）　対　環境に関する取
り組みや、環境に配慮した製品の紹介
などを行う事業者（団体）　申　9月6日
（木）まで　問　環境政策課（�951-3231
�951-3230）

 

市では、市内の母子家庭の母および
寡婦の雇用安定を推進するため、母子
家庭および寡婦を雇用した事業所に
奨励金を支給します。　【奨励金額】1か
月の賃金額の2分の1（上限8万円）×3
か月分　【対象事業所】市に事業所を
有し、雇用保険適用事業所　申　問　那
覇市母子寡婦福祉会すみれ（�858-
5578）へ

 

市では、市内の母子家庭の母の、就職
に向けた技術取得ための通信教育や
専門学校への通学などを支援するた
め、給付金を支給します。　【支給額】対
象講座の受講料などの40％（上限20
万円）　【対象者】①雇用保険の教育
訓練給付の受給資格がない方　②児
童扶養手当の支給を受けているか、同
等の所得水準　【対象講座】雇用保険
制度の教育訓練給付の指定教育訓練
講座　問　子育て応援課（�861-6951
�862-9669）

 

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
保全行動計画を策定します。第2回の
ワークショップのテーマは「地域の環境

市長へ手紙を出してみませんか

みなさんからのご意見を募集します！

「2007那覇市環境フェア」に出展
する事業者（団体）を募集

母子家庭のお母さんを雇用する事
業所を支援します

母子家庭のお母さんの資格取得を
応援します

あなたの声を！地球環境保全行動計
画第2・3回ワークショップ参加者募集

教育」、第3回は「事業者に期待するこ
と」です。環境に関心をお持ちの方は
ぜひご参加ください。　日　第2回：9月1
日（土）13時～17時、第3回：26日（水）
19時～21時　場　新都心銘苅庁舎2階
IT会議室　申　問　環境政策課（�951-
3231　�951-3230）
 
日　10月～11月の毎週1回①13時～　
②15時半～　場　ぶんかテンブス館3階
内　定　インターネット・パソコン基礎コー
ス37名（視覚障がい向けコース5名、聴
覚障がい向けコース8名、その他肢体・
知的・精神障がいコース各8名）　対　市
在住の障がいのある方（送迎や付き添
いは各自手配）　申　問　9月14日（金）
までに障害福祉課（�862-3275　�
862-0621）へ

 

問　文化振興課（�855-5081）

 

雨水貯留、井戸水利用施設などを設
置する市在住の方に、設置費用の2分
の1（上限4万円）を補助します。　【受付
期間】11月30日（金）まで　【対象施設】
貯留タイプ、浸透タイプ　申　問　環境保
全課（�951-3229）

 

【補助金額】1kw当たり2万円（上限6万
円）　申　10月15日（月）～31日（水）
※対象者や工事に関して用件がありま
すので、詳しくはお問い合わせになる
か、市ホームページの「なはエコ」で
ご確認ください。　問　環境政策課ゼ
ロエミッション推進室（�951-3392　
�951-3230）へ

 

 
【勤務時間】月曜日～金曜日の7時半
～18時半のうち8時間勤務　【給与】日
額6，610円　【募集人員】20名程度　
【資格】保育士資格を有する方　申　9月

障がい者パソコン講習会（第2期）

平成19年度那覇市文化振興事業
補助金の交付決定

雨水・井戸水を有効利用するため
の施設設置に補助します

平成19年度住宅用太陽光発電シ
ステム助成

� � �
臨時保育士の募集（採用10月1日）

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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９日（日）　�第３回県民救急＋災害フォーラム　（１０：００　県民広場、他　消防本部救急課）
１６日（日）　�壺屋焼物博物館ギャラリートーク（１５：００　壺屋焼物博物館）
２０日（木）　�こころのボランティア教室（２７日、１０月４日　精神障害者地域生活支援センターなんくる）
２２日（土）　�２００７なはカーフリーデー（～２３日　ぶんかテンブス館テンブスホール、他　都市計画課）
２２日（土）　�市民講座「身近にある薬草の活用」（１４：００　緑化センター）
★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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補助金額事業名（団体名）

50万円
劇団O．Z．E公演「愛と勇
気のちゃくしレンジャー」
（劇団O．Z．E）

30万円
「海を渡るクレズマの響
き」（プロジェクトいー
やーぐゎー）

30万円
沖縄落語会おきらく亭一
門（沖縄県民）による大
喜利（沖縄落語会）

40万円
混声合唱組曲「水のいの
ち｣演奏会（那覇市民合
唱団「コン・カルト」）
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入場料開演開場催　　　　　物日
前売・当日
￥１，０００１３：００１２：３０那覇市老人福祉センター憩の家

ちゃーがんじゅうカラオケ大会１（土）

前売　￥２，５００
当日　￥３，０００１８：３０１８：００第２回　山里恵子歌と踊りの祭典

～あれから七年～「母から娘へ」８（土）

￥１，５００１７：３０１７：００新報カルチャーセンター
上原ゆきのりカラオケ教室第６回発表会９（日）

一般　￥２，５００
学生　￥２，０００
（当日各￥３００増）

１９：００１８：３０ロッシーニコンサート１０（月）

無料
�８６８-４１２３にて受付１９：００１８：４０講演会「女性が輝いて生きるために」１２（水）

一般　￥２，０００
小中学生　￥１，０００
（当日各￥５００増）

１９：００１８：３０沖縄ベートーヴェン協会第４回演奏会１３（木）

一般　￥１，２００
学割　￥１，０００
（当日各￥２００増）
シニア　￥１，０００

１３：００
１５：３０
１９：００

１２：３０
１５：００
１８：３０

シネフォーラム名画劇場上映会
「陸に上がった軍艦」１４（金）

前売・当日
￥１，０００１９：００１８：３０佐久間龍也と門下生による

第１４回ピアノソロアンサンブルの夕べ１５（土）

無料１３：３０１３：００ピアノ発表会１６（日）
一般　￥１，０００
（当日￥５００増）
学生￥７００

（当日￥３００増）
１５：００１４：３０沖縄トロンボーンアンサンブル定期演奏会１７（月）

無料１３：３０１３：００第２６回　那覇市民生委員児童委員大会２０（木）
一般　￥８００
学生　￥５００

（当日各￥１００増）
１９：００１８：３０第１６回ブラスアンサンブルコンサート２１（金）

前売　￥２，０００
当日　￥２，５００１９：００１８：３０田里　直樹テノールリサイタル２２（土）

無料１０：３０１０：００ピティナピアノステップ２３（日）

無料１５：００１４：３０ピアノ発表会２４（月）

前売・当　￥４，５００１９：００１８：３０ Flamenco bajo la Luna　～月の下のフラメンコ～２６（水）
一般　￥２，０００
学生　￥１，５００
（当日各￥５００増）

１９：００１８：３０桑江　律子　ソプラノリサイタル２７（木）

一般　￥２，０００
学生　￥１，５００
（当日各￥５００増）

１９：００１８：３０ピアノで楽しむグリーグ２８（金）

前売　￥２，５００
当日　￥２，８００１４：００１３：３０芸歴４０周年記念日本舞踊公演　帆純会３０（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。

9月

������������������	
��

�����������������������

�����������	
���市民会館
入場料開演開場催　　　　　物日
無料１６：００１５：１５クロネコファミリーコンサート２（日）

大
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ル

￥１，５００１８：００１７：００第６回芸能祭８（土）

無料１４：００１３：３０那覇市赤ちゃんの絵本まつり９（日）

￥１，９００１７：００１６：３０緑間バレエスタジオ第一回発表会　１６（日）

無料１３：３０１２：３０第８回英語発表会（私の大好きな沖縄）１７（月）
当日　￥６００
前売　￥５００１８：３０１８：００一期一会～美の追究～ヘアメイクショー２０（木）

前売一般　￥２，０００
高校生以下￥１，０００
（当日￥５００増し）

１４：００１３：３０沖縄交響楽団第５０回定期演奏会２３（日）

￥２，５００１３：００
１７：３０

１２：００
１６：３０

沖縄タイムス創刊プレ６０周年記念
武三の唄たい舞たい命ぐすいショー
（青少年健全育成チャリティー公演）

２４（月）

￥１，５００１３：３０
１８：００

１３：００
１７：３０第１３回研究発表会３０（日）

無料１０：００１０：００那覇市赤ちゃんの絵本まつり展示会９（日）中
ホ
ー
ル

入会費　￥１，３００１９：００１８：３０沖縄子ども劇場低高合同定例鑑賞会　「紙工落語」２２（土）

パンフレット代１１：００１１：００おでかけライブ in 沖縄２３（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。

9月


