
　

 
老朽化のため取り壊される本庁舎のベ
ランダにあるブーゲンビレア等を、市役
所本庁舎改築工事期間中預かり、育
てていただくボランティア「緑の里親」
を募集します。約3年後の新庁舎完成
時には、育てていただいたブーゲンビ
レアを返却していただき、新庁舎で再
活用することで、庁舎の歴史を継承し
ていきます。「緑の里親」を希望される
方は、下記期限までに新庁舎建設室
へ申込書を提出してください。植栽引
渡日は緑の里親登録後別途通知しま
す。詳細は市ホームページをご覧くださ
い。　申　10月30日（金）まで※申込多数
の場合抽選。　問　新庁舎建設室（�
862-4260）

 

就職活動をサポートする当センターは、
本庁舎の建替えに伴い、牧志公設市場
雑貨部内に10月1日付けで移転します。
【新住所】那覇市牧志3丁目3番4号
【支援内容】就職相談（予約制）、就職
支援セミナーの開催、ハローワーク求人
情報の提供　問　なはし就職なんでも
相談センター（�861-0065）
 
【利用時間】土日祝日の9時～22時
※行事などのため、利用制限有り　費　1
時間200円　以降30分ごとに100円増
し　問　管財課（�862-9904）
 
市では、市立の小・中学校へ入学する
新1年生を対象に、希望申請票を郵送
します。対象者の方で、10月23日までに
まだお手元に届いていない場合は、学
務課までご連絡ください。なお、住所に
よる指定校への入学を希望される方は、
申請票を提出する必要はありません。
【受付締切日】11月6日（金）18時（締切
日必着）　問　学務課（�891-3505）

 

行政に対する要望や苦情を受け付け
ます。また弁護士による法律相談も開
設。相談は無料、秘密は厳守。お気軽
に相談所へお越しください。　日　10月
23日（金）10時～16時　場　サンエー那
覇メインプレイス2階シネマQ前　問　沖
縄行政評価事務所（�867-1100）
 
市では、生ごみ処理機および処理容
器を購入する市民に対して奨励金を
交付しています。奨励金額は、生ごみ
処理機器の消費税を除く本体価格の
1/2で、上限額は3万円です。生ごみ処
理機は1世帯に1台、処理容器につい
ては1世帯に2台までが対象となります。
これからご購入予定の方は、ぜひこの
制度をご利用ください。　問　環境政策
課（�951-3231）

「緑の里親」を募集します ！

「なはし就職なんでも相談センター」
の移転について

市役所仮庁舎有料駐車場のお知らせ

那覇市立学校隣接校選択制について

1日行政相談所開設
～秋の行政相談週間～

生ごみ処理機器購入支援制度について

 
市在住の、若年者（30歳未満）を、国の
トライアル雇用に引き続き常用雇用し
た市内に事業所を有する事業主に対
して、2ヵ月間奨励金を支給します。
【奨励金額】4万円×2ヵ月＝8万（上限）
問　企業立地雇用対策室（�951-3209）
 
市では、差押えた市税滞納者の不動
産（畑・宅地）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
ムでの参加申し込みを11月17日（火）
13時から30日（月）17時まで受け付け
ます。公売不動産の詳細は、市ホーム
ページまたは納税課備え付けの不動
産公売広報誌をご覧ください。　
問　納税課（�867-5934）

 

下記の施設を管理する指定管理者を
募集します。詳しくは担当課まで
【対象施設】奥武山野球場、奥武山屋
内運動場および周辺【要項配布期間】
10月1日（木）～30日（金）
申　11月9日（月）～13日（金）
問　市民スポーツ課（�891-3504）
 
日　10月22日（木）18時～21時　場　消防
本部4階講堂　内　心肺蘇生法・AEDな
ど　対　市在住・在勤・在学の方　定　2１
名（3名以上の団体不可）　申　10月13
日（火）～16日（金）の9時～16時　
問　消防本部救急課（�867-1199）

 

【講師】宮城周子氏（沖縄県県民生活
センター）　日　10月16日（金）10時～12
時または14時～16時　場　小禄南公民
館　内　ジュースに入っている砂糖の量
や着色料を知り、食生活について親子
で考える　対　小学生親子　定　各6組
申　10月9日（金）までの9時～17時に保
険料持参のうえ直接来館し申し込む
費　無料（保険料21円自己負担有）
問　小禄南公民館（�891-3444）
 
日　10月21日（水）～11月18日（水）10時
～12時（毎週水曜日・全5回）　場　壺屋
焼窯元育陶園　内　セン彫り・ロクロ体
験　対　市在住、在勤の方　定　25名　
申　10月1日（木）～9日（金）までの9時
～17時に直接来館または電話で申し
込む　問　中央公民館（�891-3442）
 
日　10月25日（日）～11月8日（日）10時
～12時（毎週日曜日・全3回）　場　県立
看護大学　内　授乳指導、乳児の入浴
の仕方など　対　市在住・在勤の方で
2ヵ月～6ヵ月までの乳児がいる夫婦
定　20組（多数の場合抽選）　申　10月5
日（月）～16日（金）　平日の9時～17時
費　無料（ただし保険料など自己負担
有）　問　中央公民館（�891-3442）

若年者雇用の事業主を支援します！

市インターネット不動産公売について

那覇市営奥武山体育施設の指定
管理者募集について

一般市民対象　普通救命講習会

親子ふれあい講座「親子実験教室　清
涼飲料水に含まれる食品添加物調べ」

市民講座　陶芸教室「やちむん」

「パパとママのワクワク体験講座」
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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。
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１０日（土） �第３９回那覇まつり（～１２日　国際通り、国道５８号線など　観光課）
１２日（月） �第４回スポーツフェスティバルinなは（那覇市民体育館、漫湖公園市民庭

球場、那覇市民首里石嶺プール　市民スポーツ課）
★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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新型インフルエンザの対応について
　市民のみなさまには、より一層の感染拡大防止に努めていただきますようご協
力をお願いいたします。
　これまでどおり「手洗い・うがい」をこまめに行い、発熱や咳、関節の痛みな
どインフルエンザのような症状があれば、休養をとり、水分と栄養補給を十分行
いかかりつけ医に相談しましょう。咳、くしゃみなどの症状がある場合は、マス
クを着用するとともに、外出を控えるなど感染拡大防止にご協力ください。

お問い合わせ　総務課　�862－9911

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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１０月 

入場料開演開場催　　　　　物日
無料１４：００１３：００第３３回那覇市社会福祉大会２（金）

無料１０：００９：３０ピティナ　ピアノステップ　那覇地区４（日）

無料１３：００１２：３０塩と健康８（木）

￥１，５００１９：００１８：３０花井玲子　ソプラノ・リサイタル９（金）

￥２，０００１９：００１８：３０第２回山根貴志、大城伸悟
ピアノデュオリサイタル１０（土）

一般　￥２，５００
学生　￥１，５００１６：３０１６：００美しき歌の調べ１１（日）

大人　￥１，５００
こども　￥５００
（当日￥５００増）

１９：００１８：３０童謡マラソンコンサート　in　沖縄１５（木）

無料１４：３０１４：００金融、経済講演会１７（土）
一般　￥１，８００
学生　￥１，３００１４：００１３：３０ハッピーサックスコンサート１８（日）

無料１８：００１７：００第２２回花宵流大正琴　合同発表会２１（水）

無料１５：００１３：００くすりと健康フェア　県民公開講演会２２（木）

￥１，５００１９：００１８：３０室内楽コンサート２４（土）

￥２，５００１４：００
１８：００

１３：３０
１７：３０玉城流敏風会　『第７回華風に舞う』２５（日）

前売　￥１，２００
当日　￥１，５００１９：００１８：３０人形劇公演２８（水）

￥１，０００１３：００１２：３０第６回九州・沖縄森林・林業木材産業シンポジウム２９（木）
前売　￥１，２００
当日　￥１，４００未定未定映画センター名作劇場　シネフォーラム　Vol.３１３０（金）

無料１３：３０１３：００第２６回ピアノ発表会３１（土）
※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

前売り　￥２，０００
当　日　￥２，５００１８：３０１８：００県立二中・那覇高創立１００周年記念「芸術祭」２（金）

大
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大人　￥５００
学生　￥３００１８：３０１８：００首里中学校吹奏楽部　第２６回定期演奏会３（土）

￥２，０００１８：００１７：３０八重山古典民謡保存会那覇支部
創立３０周年記念公演４（日）

無料１４：００１３：００現代版組踊　「那覇センセイション」１０（土）

無料１３：００１２：３０第８回那覇平和芸術ふれあい
ジャズフェスティバル２００９１２（月）

￥３００１７：３０１７：００上山中学校吹奏楽部　第２１回定期演奏会１７（土）

￥１，０００１４：００
１８：００

１３：００
１７：００那覇市婦人連合会　婦人芸能大会１８（日）

前売　￥２，５００
当日　￥３，０００１８：００１７：３０那覇市文化協会　第２回特選芸術祭（舞台）２５（日）

￥１，０００
（学割８００円）１４：３０１４：００ヘルスカウンセリング学会沖縄県支部講演会３（土）
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パンフレット代
￥５００１１：００１１：００おでかけライブ　in　沖縄４（日）

無　　料１０：００１０：００第３５回沖縄県書道展
１６（金）
１７（土）
１８（日）

無料９：００９：００那覇市文化協会　第２回特選芸術祭（展示）２５（日）
※９月３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。

１０月


