
　

 

市では「第3次那覇市男女共同参画計
画（なは男女平等推進プラン）」を策定
し、このたび冊子として発行しました。
この計画は、男女が平等な社会を実
現するために、市民や事業者、教育
者のみなさまと那覇市が協働して取り
組むべき役割を定めています。なお、
冊子は銘苅庁舎1階にある「なは女性
センター」で配布していますので、ご
希望の方は当センター窓口までご来庁
ください。　
問　なは女性センター（�951-3203）
 
市では、6月を地域清掃月間と位置づ
け、自治会などが土・日に行った地域
清掃活動から出されたごみを日曜日
に収集します。ごみの収集を希望する
場合は、3日前の（木曜日）の午前中ま
でにご連絡ください。
問　クリーン推進課（�889-3092）
 
東南アジアなどの発生地域からミカン
コミバエが侵入し、再発生する危険性
があることから、住宅地区の庭木や街
路樹に誘殺板（テックス板）を吊り下げ
ています。誘殺板には少量の殺虫剤
が染みこませていますので、直接素手
で触らないように注意してください。も
し触った場合は、石鹸でよく洗い流して
ください。 問　商工農水課（�951-3209）

 

市民のニーズに合わせたヘルシーメ
ニューが提供できるお店を目指して講
習会に参加してみませんか？「健康づく
り協力店」に認証されたら、市でお店を
ＰＲします。　日　7月8日（水）13日（月）
21日（火）15時～17時※どれか1回受
講　場　市保健センター　対　市内にある
弁当屋、飲食店などの経営者や調理
に関わる方　申　平成21年6月30日（火）
まで　問　健康推進課（�862-9016）
 

対　個人で市内に1年以上住む、20歳
以上の市税の滞納のない方で、本市
場で専業し、商品の安定供給ができる
方【資料配布】6月1日（月）～5日（金）
申　6月8日（月）～10日（水）16時まで 
※詳しくは担当課まで　
問　なはまちなか振興課（�863-1750）
 
「安謝川をきれいにする住民の会」で
は、毎月第2土曜日の午前10時から正
午まで、安謝川の清掃活動を行って

「第3次那覇市男女共同参画計画」
の配布について

地域の清掃活動を応援します

ミカンコミバエ再発防止について

「平成21年度外食産業向け講習
会」参加者募集

公設市場の空き小間募集

「安謝川清掃活動」参加者募集！

います。皆さまのご参加をお待ちして
います。※雨天の場合中止。ぬれても
いい運動靴を履いてご参加ください。
【集合場所】森の家みんみん　
問　環境保全課（�951-3229）
 
【任期】平成22年11月30日まで【職務
内容】①地域住民の生活相談などの
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③福祉関係行政機関の業務への協
力など　対　対社会福祉に関心があり、地
域住民の生活相談に応じられる、70歳以
内の方　問　那覇市民生委員児童委員
連合会（�858-5166）、福祉政策課（�
862-9002）

 

日　6月18日（木）18時半～　内　ホタルの
生態調査　対　市在住、在勤の方　定　30
名（先着順）【集合場所】新都心銘苅庁
舎1Ｆピロティー【持参するもの】長袖、
長ズボン、運動靴　申　6月1日（月）～11
日（木）環境保全課に直接来館または、
電話で申し込む　
問　環境保全課（�951-3229）

 

①「育つ・育む学童期」【講師】佐久川
博美（臨床心理士・臨床発達心理士）
日　6月12日（金）19時～21時
②「子育て中のストレスとのつきあい方」
【講師】金武育子（臨床心理士・臨床発
達心理士）　日　7月3日（金）19時～21時
①、②の　対　市在住、在勤の方や、18歳
未満の子育て中の親を優先。　定　各30
名　申　各講座前日までに小禄南公民
館に直接来館または、電話で申し込
む（定員に達し次第受付終了）　
問　小禄南公民館（�891-3444）

 

日　8月3日（月）～11月7日（土）19時～
21時　場　市民会館　内　成果発表までを
含めた市民講座　対　小学6年生～50
歳 代　定　各30人　申　6月1日（月）～7月
15日（水）
問　文化振興課（�831-8401）

 

日　6月24日（金）～7月15日10時～12時
（毎週水曜日　全4回）　場　中央公民館
対　市在住、在勤の方、小学校および幼
稚園において、読み聞かせをしている
方、読み聞かせに関心がある方　定　30
組　費　無料　申　6月1日（月）～11日（木）
中央公民館に直接来館または、電話
で申し込む　
問　中央公民館（�891-3442）

 

日　①プロジェクト  W  E  T：6月20日（土）
②プロジェクトワイルド：6月21日（日）①
②とも9時～17時　内　それぞれ、水資

民生委員・児童委員の募集

「新都心公園ホタル調査会」参加
者募集

小禄南公民館「子育て講演会」受
講生募集

「うちなぁぐち、エイサー、カチャー
シー講座」受講生募集

中央公民館「読み聞かせボラン
ティア養成講座」受講生募集

「プロジェクトWET」と「プロジェクト･
ワイルド」の一般指導者養成講座
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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。

� � � �

６日（土）　�第5１回水道週間 in サンエー那覇メインプレイス
（～７日　上下水道局総務課）

２８日（日）  �太鼓フェスティバル in なは　創作エイサーコンテスト
（～１４時～　市民会館　文化振興課）

★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/

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。
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○◎△○◎◎◎◎○◎◎○木
○◎△△◎◎◎◎○◎◎○金
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���市民会館
入場料開演開場催　　　　　物日

要整理券１９：００１８：００「海上自衛隊第５航空軍」音楽の夕べ６（土）

大

ホ

ー

ル

�大人（高校生～一般）
　前売　￥８００
（当日　￥９９９）
�小人（３才～中学生）
　前売・当日共￥５００
�親子（大人１／小人１）
　前売￥１，２００
（当日￥１，５００）
�３歳未満無料（席なし）

１３：００
１６：３０
１８：００

１２：００
１５：３０
１７：３０

チャリティー　映画上映・講演会
『筆子・その愛　～ 天使のピアノ～』
　講師 ： 山田火砂子　監督
（鹿鳴館の華から、障害児教育・福祉の先駆者へ）

１４（日）

前売　￥２，５００
当日　￥３，０００
中高生￥１，０００
（前売・当日共に）

１６：００１５：００
ホームレス・社会的弱者自立支援
チャリティーコンサート「希望の光」

２１（日）

無料１５：００１４：００２３（火）

一律　￥５００１３：００１２：００
太鼓フェスティバル in なは
「創作エイサーコンテスト」

２８（日）

入場無料１０：００９：００パナソニック商品展示会
１３（土）

中
ホ
ー
ル

１４（日）

￥９８０１３：３０１３：００参加・体験型　福祉レクフェスティバル２０（土）

￥５００１１：００１１：００おでかけライブ　in　沖縄２１（日）

※主催者・催物の都合により変更することもあります。

6月
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牧志公設市場小間
衣料部（呉服・衣料品などの販売（小売））
雑貨部（日用雑貨品の販売（小売））

第一牧志公設市場小間
精肉、鮮魚などの販売（小売）
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入場料開演開場催　　　　　物日

前売￥２，５００
当日￥３，０００

１４：００
１８：００

１３：３０
１７：３０

劇団　隆清群　糸数きよし　６月公演
時代劇　母恋さくら坂

７（日）

一般￥１，０００
（学生　無料）

１８：３０１８：００サマーコンサート２００９１２（金）

￥２，０００１４：００１３：３０
チャリティーコンサート
～山本令子　大宜見朝彦　ジョイントリサイタル～

１４（日）

無　料１３：３０１３：００ハブ・ハブクラゲ等危険生物講習会１７（水）

無　料１２：００１１：００
２００９’沖縄を熱くする！　経営トップセミナー
『沖縄を飲食から元気にする！』

１９（金）

（見学者）￥５００１１：３０１１：００合唱講習会（公開レッスン）２０（土）

（見学者）￥５００１０：３０１０：００合唱講習会（公開レッスン）２１（日）

無　料１９：００１８：３０議会報告会２２（月）

前売￥１，５００
当日￥１，８００

１８：００１７：３０
「第９回　美空ひばりを歌う友の会」
　～歌と踊りのチャリティーショー～

２４（水）

前売￥２，０００
学生￥１，０００

（当日￥５００増）
１９：００１８：３０

Cantiamo
～沖縄県立芸術大学院同期生によるクラシック
　コンサート～

２６（金）

￥１，８００
（二枚セット￥３，５００）

１９：００１８：３０
上地さくら　Ｊ．Ｓバッハ
無伴奏組曲　全曲リサイタル

２７（土）

￥１，８００
（二枚セット￥３，５００）

１９：００１８：３０２８（日）

※主催者・催物の都合により変更することもあります。

6月


