
　

 
市内でさまざまな活動をしている市民
のみなさまのところへ市長がお伺いす
る「跳びだせ！市長室」への参加グルー
プを募集します。　申　5月7日～平成22
年3月31日に申込書を本庁1階の市民
協働推進課へ提出　※郵送、FAXも可
【あて先】〒900-8585　那覇市泉崎1-1-1
　那覇市役所市民協働推進課　問　市民
生活相談室（�862-9955）

 

【講師】波平エリ子氏（沖縄大学非常
勤講師）、上間地域のみなさん　日　6月
3日～7月15日（毎週水曜、全7回）14
時40分～16時半　場　上間自治公民館
対　市在住、在勤の成人の方（大学生
も可）　定　10名（申込多数の場合抽選）
費　受講料無料　※実費1,000円自己負
担　申　5月11日（月）～22日（金）9時～
17時に中央公民館窓口、または電話
で申込（土・日を除く）　問　中央公民館
（�891-3442）

 

【講師】CCC NP Japan ファシリテーター
日　6月12日（金）～7月17日（金）10時
～12時　※全6回　場　小禄南公民館
対　市在住、在勤で2～5歳児（就学前）
の子を持つ方　定　12組　費　受講料無
料※実費500円自己負担　申　はがきま
たはFAXに住所、氏名、年齢、電話番
号、託児希望の場合は子の名前、生
年月日、年齢を記入し、5月20日（水）ま
でに小禄南公民館必着、または来館
して申込※多数の場合、抽選を行い、
結果は当選者のみ通知します。問　小
禄南公民館（�891-3444　�858-0220）

 

【幼児体操教室】5月25日～6月18日
（毎週月曜、木曜）15時～17時【ヨガ
教室】5月28日～7月16日（毎週木曜）
10時～12時【脂肪燃焼シェイプアップ
教室】5月25日～7月13日（毎週月曜）
10時～12時【スキルアップバドミント
ン教室】5月28日～7月16日（毎週木
曜）19時～21時　対　幼児体操教室は4
～6歳の未就学児、その他の教室は一
般　費　全教室4,000円　申　5月11日（月）
～17日（日）に市民体育館窓口で申込、
または電話で申込（窓口申込者優先）
問　市民体育館（�853-6979）

 

市在住の方で、水資源の有効利用と
して住宅に雨水貯蓄施設などを設置
する方に対し、設置費用の1/2（上限
額4万円）を補助します。【対象施設】貯
留タイプ、浸透タイプ、井戸水利用施
設【受付期間】平成22年2月末日まで
（予算に達し次第締め切り）　問　環境保

「跳びだせ！ 市長室」への参加者募集

成人講座「上間学～残そう！  伝統
の技・灯篭（トゥールー）づくり～」

乳幼児学級「Nobody's Perfect
“完璧な親なんていない”～」

市民体育館第1期スポーツ教室
生徒募集

雨水・井戸水を有効利用するため
の施設設置を補助します

全課（�951-3229）

 

文化団体などが行う舞台芸術の公演
事業に要する経費を補助し、市民の文
化芸術活動の活性化を図ることを目的
としている補助金に、応募する団体を募
集しています。【補助金】総額100万円
対　①音楽、舞踊、演劇などの舞台芸
術の公演事業であること②市内で実
施し、広く市民に公開する事業であるこ
と　申　問　5月20日（水）までに文化振興
課（�831-8401）へ
 
【任期】平成22年11月30日まで【職務
内容】①地域住民が自立した日常生
活ができるよう生活の相談、助言など
の援助②地域住民が福祉サービスを
適切に利用するために必要な情報の
提供など③福祉関係行政機関の業務
に協力する　対　社会福祉に関心があり、
地域の実情を知っている、地域住民
の相談に応じられる、70歳未満の方
申　問　福祉政策課（�862-9002）、民
生委員児童委員連合会（�858-5166）
 
平成21、22年度の学校施設修繕等業
者に登録を希望する業者を募集します。
【業種】建築、土木、電気設備、管設
備、鉄工、建具、造園、内装仕上、防
水・塗装、ポンプ【対象】5年以上の実
務経験者がいる業者（市建設業者格
付名簿の建築、土木のＢ級以上、そ
の他のＡ級の業者は除く）【応募期間】
6月1日（月）～12日（金）までに教育委
員会施設管理課へ提出 【募集要領】5
月11日（月）から施設管理課で配布、
または市 H P からもダウンロード可
問　施設管理課（�891-3503）
 
市では、法務大臣から委嘱を受けた委
員が、差別やいじめなど人権に関する
相談に応じます。相談は無料で秘密は
厳守します。　日　6月1日（月）10時～16
時　場　市役所本庁、首里支所、小禄支
所　問　市民生活相談室（�862-9955）
 
日本赤十字社では、全国一斉に「社
員増強運動」を展開しています。赤十
字事業にご理解いただき、社員加盟
およびご支援をお願いします。問　福
祉政策課（�862-9002）、日本赤十字
社沖縄県支部（�835-1177）

 

4月1日から6月30日は、狂犬病予防接
種期間です。狂犬病は、人を含めすべ
ての哺乳動物が感染し、発症すると確
実に死に至る人畜共通の伝染病です。
日本では、飼犬の登録と年1回の予防
接種が義務付けられています。本年度
は下記の通り、市内24か所で集合注
射を実施します。また、6月30日までの
間、協力病院では集合注射と同じ料

平成21年度文化振興事業補助金
募集

民生委員・児童委員の募集

学校施設の修繕等業者の募集

6月1日は「人権擁護委員の日」です

5月は赤十字運動月間です

狂犬病は怖い病気です。予防接種
を必ず受けましょう！
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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。
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3日（日）　�第35回　那覇ハーリー（～5日　那覇港新港ふ頭　観光課）
3日（日）  �壺屋焼物博物館ギャラリートーク（～5日、17日　10時～　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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地方独立行政法人　那覇市立病院
www.nch.naha.okinawa.jp/
�　��������（代表）
■救急診療（365日・24時間診療）

診察場所受付場所診療日時

１階１階
総合受付８：００～１７：００月

〜
金

急病センター
（地下１階）

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

■外来診療日割表　※眼科は完全予約制です。
歯
科
口
腔
外
科

産
婦
人
科

眼

科

耳
鼻
咽
喉
科

ひ
尿
器
科

リ
ハ
ビ
リ
科

皮

膚

科

脳
神
経
外
科

整
形
外
科

外

科

小

児

科

内　

科
○◎△○◎◎△◎○◎◎○月
○◎△○◎◎◎◎○◎◎○火
○◎△△◎◎△－○◎○○水
○◎△○◎◎◎◎○◎◎○木
○◎△△◎◎◎◎○◎◎○金
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���市民会館
入場料開演開場催　　　　　物日

一般　￥７００
学生　￥５００
高校生以下
無　料

１３：３０１２：３０

２００９　憲法講演会「戦争をする国にさせない」
～ １００人村から平和憲法が見えた ～

講師：池田香代子（作家・翻訳家）
３（日）

大
ホ
ー
ル

前売　￥３，０００
当日　￥３，５００

１４：００
１８：００

１３：３０
１７：３０

母の日に贈る｢劇団　与座｣
与座兄弟　特別公演

１０（日）

Ａ　￥２，０００
Ｂ　￥１，７００

（当日￥２００増）

１１：００
１４：００

１１：３０
１３：３０ 

劇団飛行船
マスクプレイミュージカル「桃太郎」

２７（水）

２９（金）

一律　￥１，５００
１３：３０
１８：００

１２：３０
１７：００ 野村流伝統音楽協会　定期公演３１（日）

￥１，０００１３：３０１３：００「琉球処分１３０年を問うシンポジウム」２４（日）

中
ホ
ー
ル
※主催者・催物の都合により変更することもあります。

5月

���������������������
� ��������	���
�����������������������
�����������	
���

 

入場料開演開場催　　　　　物日

前売　￥２，５００
当日　￥３，０００

１４：００
１８：００

１３：００
１７：００

劇団舞台　母の日に贈る……
　大城光子母の日公演

１０（日）

無　料１４：００１３：３０
看護の日シンポジウム
　～一生ものの資格を、一生ものの仕事にしよう～

１４（木）

前売　￥１，０００
当日　￥１，５００

１８：００１７：３０宮古・八重山舞踊研究所の発表会１７（日）

無　料１６：００１５：３０那覇市制施行８８周年記念式典２０（水）

前売　￥３，０００
当日　￥３，５００

１９：００１８：３０
テノール４人による華麗なステージ
　「四人衆パートⅢ」

２３（土）

￥１，５００１８：００１７：３０日本新舞踊２４（日）

一般　￥１，２００
（当日　￥１，４００）
学生　￥１，０００

（当日　￥２００増）
小人　　￥６００

（当日　￥２００増）
シニア￥１，0００

（当日／一般と同じ）

１３：００
１５：３０
１９：００

１２：３０
１５：００
１８：３０

映画センター名画劇場
　「旭山動物園物語」

２９（金）

￥１，５００１９：００１８：３０混声合唱団ムジカ・ビーバ第２回演奏会３０（土）

￥１，９００１８：３０１８：００
歌のさんぽ道歌謡祭
　「玉城徳丸作詞活動35年のなかで」

３１（日）

※主催者・催物の都合により変更することもあります。

5月


