
　

 

毎年、旧盆の前に墓地の清掃で投棄
されたと思われるごみが、車道などに
置かれ通行の妨げになっています。墓
地の清掃に伴うごみは、市では収集
できませんので、各自で持ち帰り、家
庭から分別して出すようご協力をお願
いします。また、草木などのごみはク
リーン推進課へ事前に申し込みし、直
接ごみ処理場へ搬入することもできま
す。※詳しくは担当課まで　問　クリーン
推進課（�889-3567）
 
波の上ビーチでは、監視員はもちろん、
コインロッカーやシャワールームを完備
しており、安心して遊泳を楽しめます。
また、食材を含むバーベキューセットも
ご利用できますので、是非波の上ビー
チご利用ください。　【遊泳期間】10月
末まで　【遊泳時間】9時～18時 ※8月
は19時まで延長　問　波の上ビーチ管
理事務所（�866-7473）

 

【補助額】1kWあたり3万円（上限10万
円）　申　10月1日（木）～30日（金）※対
象者や対象経費について要件があり
ます。詳しくは市ホームページの「なは
エコ」をご覧になるか、下記の連絡先ま
でお問い合わせください。　問　ゼロエ
ミッション推進室（�951-3392）

 

市では、街に潤いとやすらぎをもたらす
花壇を設置する個人や団体に、街かど
花壇整備助成金を交付します。
【助成対象花壇】幅員がおおむね4ｍ
以上の道路に接し、市民が直接目に
触れる場所に設置する面積が10�以
上のもの　【助成額】花壇の設置に要
する費用として、市長が認める額の2分
の1（10万円を限度）　申　随時受付。但
し予算に達し次第締切 　対　土地（花
壇）の管理者に承諾を得て、花壇を自
ら管理できる方　問　花とみどり課（�
951-3225） 
 
この募金は船舶の遭難や海洋レジャー
事故の際の人命救助およびその訓練、
機材の購入などに活用されます。市民
のみなさまのご協力を宜しくお願いい
たします。　【募金強調月間】8月31日
（月）まで　【募金の振込先】沖縄銀行
高橋支店　普通預金1526329　（社）
琉球水難救済会　問　琉球水難救済会
（�868-5940） 

 

申　9月1日（火）～5日（土）　登載申請書
を各漁業協同組合などを通じ、または
直接市選管へ提出　対　漁業法第86条

墓地清掃で出たごみは各自でお持
ち帰り下さい。

波の上ビーチご利用のご案内

平成21年度住宅用太陽光発電シ
ステム設置の補助について

平成21年度那覇市街かど花壇整
備助成応募のご案内

青い羽募金について

沖縄県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

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　問　選
挙管理委員会（ � 951 - 3215　� 951-
3216）

 

日　11月中旬　申　8月31日（月）まで
対環境に関する取組みや、環境に配
慮した製品の紹介などを行う団体※詳
しくは担当課まで　問　環境政策課（�
951-3231） 

 

①全国消費実態調査
9月から11月にかけて、全国消費実態
調査が実施されます。この調査は、国
民の暮らしを家計の所得、消費、資産
の3面から正しく判断するために行わ
れるものです。調査の結果は、国や地
方公共団体が行う社会・経済・福祉な
ど施策の企画・立案の際などの基礎資
料になる重要データとして広く活用さ
れます。7月中旬から調査対象となった
お宅に調査員が伺いますので、調査
へのご協力をお願いします。
②毎月勤労統計調査特別調査
厚生労働省では、本年7月31日現在で、
常用労働者を1人から4人雇用してい
る事業所を対象に、毎月勤労統計調
査特別調査を実施します。この調査は、
1人～4人規模事務所における賃金、
労働時間および労働者数の動向を都
道府県別に明らかにするなどの目的を
もつ大切な調査です。調査対象となる
事業所には、8月から9月にかけ統計調
査員が伺いますので、調査へのご協
力をお願いします。なお、①②で調査さ
れた内容は、統計作成のためだけに使
用され、調査関係者が他にもらしたり、
統計作成以外に使用することは法律
で固く禁じられていますので、安心し
て調査にご協力ください。　問　企画調
整課統計Ｇ（�951-3223）
 
夏休み自由研究企画の参加者を募集
しています。申込など詳しい内容は、漫
湖水鳥・湿地センターへご確認くださ
い。
・8月2日（日）観察会：海人の知恵に学
べ！！ ・8月5日（水）自然講座：マング
ローブって何？？？　・8月8日（土）アー
ト教室：マングローブの恵み！！～エコ
バッグをつくろう～ ・8月9日（日）観察
会：めざせ！！漫湖のカニ博士？！
・8月16日（日）観察会：泥の中には何
がいる？！ ・8月18日（火）アート教室：鳥
は卵から生まれる⇔鳥は卵から描ける
？！ ・8月23日（日）幼児向け観察会：カ
ニさんとなかよし ・8月29日（土）アート
教室：世界に一つだけの鳥をつくろう！！
～ブローチをつくりましょう！！～　問　漫
湖水鳥・湿地センター（�840-5121）
 
学校、団体、事業所などで、電気の使

「2009那覇市環境フェア」に出展
する事業者（団体）を募集します！

平成21年度全国消費実態調査・毎月
勤労統計調査特別調査にご協力を！

漫湖水鳥・湿地センター行事のご案内

エコチャレンジなは参加者募集
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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（土）　�那覇祭り in 那覇「一万人のエイサー踊り隊」（～２日：１日①１７時～　パレットくもじ前広場
　　　　　　②１９時～　ぶんかテンブス館前広場、２日１３時半～　国際通り　なはまちなか振興課）
２５日（火）　�那覇市無縁遺骨仮安置所慰霊祭（１５時～　那覇市無縁遺骨仮安置所前　環境保全課課）
★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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���市民会館
入場料開演開場催　　　　　物日

前売り￥１,５００
当　日￥１,９００１７：００１６：３０琉球民謡伝統協会　第１５回芸能祭２（日）大

ホ

ー

ル

全席指定
￥６,０００１８：３０１８：００森山直太郎　コンサートツアー２００９　　　

『どこまで細部になれるだろう』２９（土）

優待券あり
￥８００

１３:００ 
１７:００

１２：３０ 
１６：３０ 北島角子 ひとり芝居『日本じん？』とetc３０（日）

パンフレット代
￥５００１１：００１１：００おでかけライブin沖縄３０（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。

8月

第１５回２００９夏祭り in 那覇 一万人のエイサー踊り隊
【前夜祭】　8月1日（土） ①17時～20時　パレットくもじ前広場
 ②19時～20時　ぶんかテンブス館前広場
【エイサーパレード】　8月2日（日）13時半～18時　国際通り全域・パレットくもじ前広場

問　夏祭り in 那覇実行委員会事務局（�863-2755）
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入場料開演開場催　　　　　物日

一般￥２，５００
（当日￥３，０００）
学生￥１，８００
（当日￥２，３００）

１９：００１８：３０

Voce Marinara　沖縄エンターテイメントアーツ
Vol．3　二周年記念公演
美ら海＆ナポリ　世界名曲の夕べ
～音楽グルメの夢一夜～

１（土）

（当日券のみ）
￥１，０００

１４：００１３：００メディカルジャズオーケストラ
チャリティーコンサート２（日）

一般￥２，０００
（当日￥２，５００）
学生￥１，０００
（当日￥１，５００）

１８：３０１８：００コントラバスの夕べ（クラシック音楽）８（土）

一般￥１，５００
（当日￥１，８００

１５：００１４：３０三つの合唱団によるコンサート
～世代を越えて歌う喜び～９（日）

無料１４：００１３：３０第１９回日本クラシック音楽コンクール
九州地区沖縄予選１４（金）

一般￥２，０００
（当日￥２，３００）
高校生以下
￥１，０００

（当日￥１，３００）

１７：００１６：３０ホルンコンサート「ホルニッシモ」１５（土）

¥１，５００１８：００１７：３０詩吟サークル草吟会発表会
第９回吟い遊び（うたいあしび）の夕べ１６（日）

無料１８：３０１８：００「地域史協議会30周年記念展
琉球王国の測量技術の『枠』と遺産」１９（水）

一般￥２，０００
学生￥１，５００

（前売・当日共通）
１９：００１８：３０ルカ・コロンボ＆知念杉子

デュオピアノリサイタル２１（金）

無料１５：００１４：３０ひめゆり平和祈念資料館　　　　　　　　　　
開館20周年記念平和講演会２２（土）

無料１０：３０１０：００第２５回ピアノ検定２３（日）

大人￥９５０
高校生以下：無料１８：３０１８：００宮古島市ジュニアオーケストラ

那覇コンサート２７（木）

一般￥１，５００
（当日）￥１，８００
中高生￥１，０００
（当日）￥１，５００

１８：３０１８：００沖縄県ＩＭ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２９（土）

無料１３：３０１２：３０ハンセン病に関する親と子のシンポジウム３０（日）

※主催者・催物の都合により変更することもあります。

8月


