
　

 
9月は「市長へ手紙を出す特別月間」
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（火）
～30日（水）の間に、①手紙またはハ
ガキ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「相談案内」の中にある「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）

 

市では、市立の小・中学校へ入学する
新１年生を対象に、隣接校選択制を
実施しています。そのため、対象者に
は下記のとおり学校紹介冊子を配布し
ていますのでご参照ください。対象者
の方で、まだお手元に届いていない場
合は、お子さんが通われている園や学
校にお問い合わせください。【冊子内
容】各学校の概要、教育活動、学校公
開日などを記載　【配布開始】8月下旬
より　【配布方法】・来年小学1年生に
なる児童：市立幼稚園や5歳児保育を
している市立保育所などを通じて配
布 ・来年中学1年生になる生徒：市立
小学校を通じて配布　※私立小学校
に通われている生徒にはご家庭に郵
送　問　学務課（�891-3505）

 

県では、広域地区不発弾等処理事業
で、県民のみなさまが家を建てたり、土
地整備を行う予定地に不発弾がない
か調査をしています。 　申　9月30日
（水）まで　対　 次の条件をクリアしてい

市長へ手紙を出す特別月間

那覇市立学校隣接校選択制学校
紹介冊子の配布について

不発弾等探査要望箇所の募集に
ついて

るもの　①探査予定面積が100�（約
３1坪）を超えること　②地主及び小作
人が不発弾等探査・発掘に同意して
いること　※埋没弾の可能性が高い
地域を優先します。詳しくは担当課ま
で　問　市民防災室（�861-1102） 

 

総務省では、経済的な理由などで地
上デジタル放送が見られない世帯
（NHK受信料全額免除世帯）に対して、
簡易なチューナーを無償給付するなど
の支援を行います。支援開始は、平成
21年秋以降を予定しています。※具体
的な申し込み先、受付開始時期は準
備が整い次第改めてお知らせします。 
問　総務省地デジコールセンター（�
0570-07-0101） 
 
市では、9月を地域清掃月間と位置づ
け、自治会などが土・日に行なった地
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（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（�889-3567） 

 

【事業概要】沖縄大学字幕つけ隊他計
10団体に対し、総額741万円の助成金
支給事業を行った。　
【財産目録：平成21年3月31日現在】
資産合計 39,982,208円
負債合計 0円
正味信託財産 39,982,208円
東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
公益信託 那覇市NPO活動支援基金
受託者　三菱UFJ信託銀行株式会社
問　市民協働推進課（�861-3846）
 

【資料配布】9月7日（月）～11日（金） 
申　9月14日（月）～16日（水）16時まで 
※詳しくは担当課まで　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　問　なはまち
なか振興課（�863-1750）

 

市では4R【①リフューズ（いらないもの
は断る）②リデュース（減らす）③リ
ユース（再利用する）④リサイクル（再
資源化する）】の推進を図るため、4Rを
テーマとしたコンクールを行います。　
内　4Rをテーマとした標語（川柳等含
む）、ポスター、4R推進に関するアイディ
ア　申　10月15日（木）まで（当日必着）

地上デジタル放送を見るための簡易
なチューナー給付などの支援について

地域の清掃活動を応援します

公益信託那覇市NPO活動支援基
金平成20年度決算公告

公設市場の空き小間募集

平成21年度「NAHA～4R推進コン
クール」の作品募集
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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。
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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８：３０～１７：００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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○◎△○◎◎△◎○◎◎○月
○◎△△◎◎◎◎○◎◎○火
○◎△△◎◎△－○◎△○水
○◎△△◎◎◎◎○◎◎○木
○◎△△◎◎◎◎○◎◎○金
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１２日（土）　�那覇市救急・防災フェア（１３時半～　消防本部　消防本部救急課）
１９日（土）　�動物の愛護と適正飼養キャンペーン

（１４時～　ジャスコ那覇店１階東口横　環境保全課）
★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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9月 

入場料開演開場催　　　　　物日

￥５００１８：３０１８：００
県立芸大管打楽コース卒業生による　　　　　
器楽アンサンブル演奏会

５（土）

無料
１０：３０
１４：００
１８：３０

１０：００
１３：３０
１８：００

第１４回カトレア音楽院発表会６（日）

前売￥１，５００
当日￥１，７００

１９：００１８：３０
スペイン音楽の祭典
～タレガ・アルベニス没後１００周年記念～

１０（木）

前売￥１，２００
当日￥１，５００

１９：００１８：３０

エレクトーンSTAGEAコンサート
Music　Party　vol．３
～男達の奏でる変幻自在の狂想曲～

１２（土）

無料１３：００１２：３０第１９回名城サウンドアカデミー発表会１３（日）

無料１３：３０１３：００第２８回那覇市民生委員児童委員大会１８（金）

前売￥２，５００
１４：００
１８：３０

１３：３０
１８：３０

若夏遊び（わかなつあしび）　第１回特別公演
新時代人情劇　『二人（たい）が想い（うむい）』
時代舞踊劇　　『姫君と下男（げなん）』

２０（日）

一般￥２，０００
学生（高校生以下）
￥１，５００

（当日：各￥５００増）

１６：００１５：３０
ピアノで楽しむメンデルスゾーン　　　　　　
～Klavier　Kreis　Vol．４～

２１（月）

￥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８回発表会

２３（水）

一般￥８００
学生（高校生以下）

￥５００
１９：００１８：３０Brass　Ensemble　１８th　Concert２５（金）

前売￥１，０００
当日￥１，２００

（中学生以下：割引有）
１９：００１８：３０

沖縄マンドリンアンサンブル　　　　　　　　
第２３回定期演奏会

２６（土）

￥１，５００１８：００１７：３０
第２回下地ツル宮古舞踊発表会
“古稀に舞う”

２７（日）

※主催者・催物の都合により変更することもあります。
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入場料開演開場催　　　　　物日

￥９９９１９：３０１９：００「君はノーサイドの笛を聞いたか」上映会４（金）

大

ホ

ー

ル

￥１，５００１８：００１７：００琉球民謡音楽協会芸能祭６（日）

￥１，９００１７：００１６：３０緑間バレエスタジオ第３回発表会１３（日）

￥１，９００
１３：００
１８：００

１２：３０
１７：３０南条幸子バレエ研究所第26回発表会２０（日）

要整理券
１４：００
１７：３０

１３：３０
１７：００

琉球新報感謝祭 演芸集団FECお笑いライブ 
     基地を笑え！お笑い米軍基地～特別編～

２１（月）

￥１，０００
１３：３０
１８：３０

１３：００
１８：００演劇「琉球鳥人」２３（水）

前売り　￥２，５００
当　日　￥２，９００

１８：３０１７：３０
平成21年度障がい者支援施設「鵠生の叢」 
チャリティー『松　玉枝 公演』

２５（金）

前売り　￥３，０００
当　日　￥３，５００

１３：００
１７：００

１２：００
１６：００

敬老の日特別公演 劇団でいご座　　　　　
『喜劇の女王　 仲田幸子一行』

２７（日）

※８月６日現在の内容です。主催者・催し物の都合により変更することもあります。お問合せは主催者へ。

9月

2009年度版那覇市「市民便利
帳」発行中止のお知らせ
那覇市と株式会社サイネックスは、
2009年度版「市民便利帳」を発行す
べく準備を行ってまいりました。
しかしながら、昨年9月以降、世界
的な規模での不況が始まり、わが
国においても、未曾有の大不況と
いう非常に厳しい経済情勢となり
ました。このような状況の下、発刊
を目指し鋭意努力を重ねてまいり
ましたが、発行にかかる費用を広
告掲載料にて賄える見込みが立た
ないとの結論に達し、まことに遺
憾ではありますが、今回は発刊を
中止せざるを得なくなりました。
市民のみなさまへ、ご了解賜りま
すよう宜しくお願い申し上げます。
問　秘書広報課広報グループ（�
862-9942）

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

1階　精肉、鮮魚などの販売（小売）
2階　飲食物店


