
　

 
「ライトダウンをして満月を見よう」参加
者募集！　クールアース・デーは、地球環
境の大切さを再確認するための日とし
て、7月7日に設置されました。きれいな
満月や星空を眺めながら地球温暖化
対策について考えてみませんか。
日　7月7日（火）19時～21時　場　新都心
公園　申　7月1日～6日17時まで（定員
に達し次第、締切）　対　市在住、在勤の
方　定　先着100名　問　ゼロエミッション
推進室（�951-3392）
 
市では、差押さえた市税滞納者の財産
を、ヤフー株式会社が提供するYahoo！
オークションの公売システムで公売を実
施します。公売システムでの参加申込
みを7月14日（火）13時から27日（月）17
時まで受け付けます。公売財産の下見
会など詳しくは市ホームページをご覧く
ださい。　問　納税課（�867-5936）
 
平成21年度に教育委員会が発行する
就学時健康診断通知書の有料広告枠
への掲載事業者を募集します。　【募集
要領配布】学校教育課（教育委員会1
階）へ直接来庁、または市ホームペー
ジからダウンロード　申　7月8日（水）～
24日（金）　問　教育委員会学校教育課
（�891-3506）

 

識名霊園南納骨堂は使用期間5年の
契約となっています。引き続き使用す
るには5年ごとの更新手続き、使用料
納付が必要となります。期限後も更新
手続きがなく、連絡がとれない納骨室
があり管理運営に支障をきたしていま
す。期限切れ後、相当期間を経過した
ご遺骨については、やむを得ず納骨
室より異動します。なお、ご遺骨の移動
は11月1日以降を予定しています。※
移動する納骨室番号は、納骨堂入口
に掲示していますので、ご確認のうえ、
ご連絡ください。　問　公園管理室（�
951-3239）

 

狂犬病は人間を含め、すべての哺乳

7月7日はクールアース・デー

市インターネット公売のご案内

有料広告枠への掲載事業者募集！

識名霊園南納骨堂使用の皆さまへ
期限切れご遺骨の納骨室からの移
動のお知らせ

狂犬病予防接種をまだ受けさせて
いない方へ

動物が感染し、発症するとほぼ確実に
死に至る人畜共通の怖い伝染病です。
飼犬の登録及び年一回の狂犬病予防
注射は飼い主の方の義務です。まだ、
飼犬へ狂犬病予防接種を受けさせて
いない方は、お近くの動物病院で接種
させてください。動物病院については、
市ホームページでも確認できます。※
市民の広場＞暮らしの情報＞毎日の
暮らし＞住まい・環境・道路＞犬・ペット
問　環境保全課（�951-3229）

 

内　社会福祉に関する事業、企画、助成
を行っている法人や団体に対し、1団
体100万円を上限に助成します。　対　県
内の社会福祉活動を営むNPO法人な
らびに1年以上の事業実績を有する非
営利法人・団体　申　8月31日（金）まで
問　福祉政策課（�862-9002）琉球銀行
地域貢献室（�860-3787）
 
日　7月23日（木）18時～21時　場　消防
本部4階講堂　内　心肺蘇生法・ＡＥＤ
など　【募集期間】7月13日（月）～17日
（金）　9時～16時　対　市内在住、在勤の
方　定　先着21名※3名以上の団体申
込みは不可　問　消防本部救急課（�
867-1199）
 
【講師】伊藤るり（一橋大学大学院教
授）　日　7月14日（火）19時～20時半　
場　みずプラッサ3階（サンエーメインプ
レイス近く）　内　ちがいを認めつながり
合えるために、海外の事例との比較も
交えながら日本社会における「多文化
共生」の可能性を考える　対　関心のあ
る方　定　120名　申　一時保育（2歳児
以上）・手話通訳をご希望の方は7月8
日（水）まで　問　那覇市国際交流市民
の会（平和交流・男女参画室内）（�
861-5195）

 

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　7月15日（水）まで
問　文化振興課（�831-8401）

 

健康づくり推進員とは、地域の健康づ
くりリーダーとして、健康展の企画、実
施、健診受診の呼びかけなど啓発活
動を通して、市民の自主的な健康づく
り活動を推進・支援するボランティアで
す。健康に明るく過ごせる街を目指し
て一緒に活動してみませんか？　日　7月
29日（水）から9月16日（水）までの毎週
水曜日13時半～16時半（9月2日を除く
全7回）　場　市保健センター（那覇西高
校隣り）　内　栄養、運動、こころ、タバコ
などに関する　健康づくりやボランティア
について　対　健康づくりに関心がある

源河朝明記念那覇市社会福祉基
金（あけもどろ基金）募集（第12回）

一般市民対象　普通救命講習会

講演会「多文化共生」受講者募集

「うちなぁぐち、エイサー、カチャー
シー講座」受講生募集

「健康づくり推進員養成講座」受講
生募集
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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。

� � � �

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８：３０～１７：００月

〜
金

急病センター
（地下１階）

急病センター
（地下１階）１７：００～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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科
○◎△○◎◎△◎○◎◎○月
○◎△○◎◎◎◎○◎◎○火
○◎△△◎◎△－○◎○○水
○◎△○◎◎◎◎○◎◎○木
○◎△△◎◎◎◎○◎◎○金
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１日（水）　�第５９回“社会を明るくする運動”那覇保護区大会
（１４時～　豊見城市中央公民館　那覇保護区保護司会事務局）

４日（土）　�第４回　やる気・元気フェスティバルinなは（１３時半～　市民会館　総合青少年課）
★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/
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　台風時にごみを出すと大変危険です。バスの運転停止中はごみを収集
しませんので、次回の収集日にごみを出すようご協力をお願いします。
なお、台風による終日業務停止により「もやすごみ」が、収集できなかっ
た地域は、次のとおり収集します。
�月曜日または火曜日が「もやすごみ」の収集地域→来る水曜日に収集

�木曜日または金曜日が「もやすごみ」の収集地域→来る日曜日に収集

お問い合わせ：クリーン推進課（�889-3567）
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���市民会館
入場料開演開場催　　　　　物日

一般　￥１，０００
学生　　￥５００

１１：００１０：３０第４９回　沖縄県合唱コンクール１９（日）

大

ホ

ー

ル

一般　￥１，０００
学生　　￥５００

１０：３０１０：００

第４９回　沖縄県吹奏楽コンクール

２２（水）

１０：００９：３０

２３（木）

２４（金）

２５（土）

２６（日）

無料１３：３０１３：００第４回　やる気・元気フェスティバル in なは４（土）中
ホ
ー
ル

パンフレット代
￥５００

１１：００１１：００おでかけライブ in 沖縄２０（月）

※主催者・催物の都合により変更することもあります。

7月
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入場料開演開場催　　　　　物日

無　料１８：３０１８：００ＪＣフォーラム１（水）

￥１，８００１９：００１８：３０第３回　バレエ発表会４（土）

無　料１４：００１３：３０第１５回　ジュニア　ストリングコンサート５（日）

一般　￥２，５００
学生　￥１，５００
（当日各￥３００増）

１９：００１８：３０
黒島舞季子ソプラノリサイタル
～月に寄せる歌～

１１（土）

無　料１３：００１２：３０ジュニアエレクトーンフェスティバル　２００９１２（日）

一般　￥１，２００
（当日￥１，４００）
シニア￥１，０００
（当日同じ）

１３：００
１５：３０
１９：００

１２：３０
１５：００
１８：３０

映画センター名画劇場　シネフォーラム
『紅い鞄～モォトゥオ探検隊～』

１６（木）

無　料１３：３０１３：００ピアノ発表会１８（土）

無　料
１３：００
１６：３０

１２：３０
１６：００ヤマハ音楽教室　エレクトーン発表会　２００９１９（日）

無　料
１０：３０
１３：３０
１６：３０

１０：００
１３：００
１６：００

ヤマハ音楽教室　エレクトーン発表会　２００９２０（月）

無　料１０：００９：３０第１０回　英語発表会２５（土）

前売　￥１，６００
当日　￥１，９００

１７：３０１７：００文教エレクトーンジョイントコンサート２６（日）

無　料１９：００１８：３０
とみぐすくカラオケサークル仲間達
on ステージ（サークル発表会）

２９（水）

※主催者・催物の都合により変更することもあります。

7月

投票に行こう！ 7月5日（日）は、「那
覇市議会議員選挙」の投票日
未来の那覇市をつくる重要な選挙
です。あなたの貴重な一票を。
【投票時間】7時～20時
●投票当日投票所に行けない方は？
期日前投票ができます。　日　6月29
日（月）～7月4日（土）8時半～20時
場　市選挙管理委員会（銘苅庁舎2
階）、市役所本庁舎1階ロビー
※詳しくは選挙管理委員会まで
問　市選挙管理委員会（�951-3215）


