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平成22年を振り返って

市の魚 マグロ

7月

〜市民のみなさま 今年も市政へのご理解とご協力ありがとうございました〜
1月
4日 平成22年那覇市新年祝賀名刺交換会
16日 第2回なはが好き！
「やる気・元気子どもサミットinなは」
24日 第2回子どもフェスタinなは
子どもたちが放課後や休日に取り組んでいるエイサーやダンスなどの活動を披
露する場を設け、
やりがいを通して青少年の健全育成に寄与することを目的に
開催しています。
くらしを見直す那覇市民バザール

8日 那覇市新庁舎建設工事安全祈願祭
泉崎の市役所本庁建設予定地に、
新庁舎建設工事に携わる業者や市役所関係者
が集まり、
建設工事の安全を祈願しました。新庁舎は、
現在分離している銘苅庁舎、
教育委員会を統合し、
総合庁舎として市民サービスの向上を図ります。
9日 安田辰也氏が市芸術監督に就任
21日 プロ野球公式戦開催に関する要望書を提出
（〜22日 楽天、巨人）
「早くお家に帰ろう
！GO家
（ゴーヤー）
運動」の推進に関する協定締結
（市内コンビニ）
29日 美ら島沖縄高校総体2010開幕
（〜8月20日）
高校生のスポーツの祭典「全国高等学校総合体育大会」が沖縄で開催され、
選手
や役員を含め約10万人が沖縄を訪れました。市では6競技7種目の競技大会が行
われ、
各会場では地元の高校生が会場整理などに携わり、
大会運営を支えました。

8日 なはさくらまつり2010
9日 宮城嗣幸（みやぎ しこう）氏から三線の名器（友寄開鐘、宮城の真壁）2丁が市
へ寄贈
「友寄開鐘（とぅむしけいじょー）」は、
かつて尚家の中城御殿が持っていたもの
と伝えられています。また、
「宮城の真壁」は、
琉球古典音楽 野村流松村統絃
会の創始者である宮城嗣長（みやぎ しちょう）氏が製作した由緒ある名器で
す。
10日 読売巨人軍那覇協力会発足
協力会は、
青少年の健全育成、
スポーツ振興および経済の活性化をとおして本
市の発展を図るため、
読売巨人軍那覇キャンプに関して、
あらゆる面で協力し応
援することを目的に発足しました。
ヤギの入園式
（那覇市消防本部横の那覇市埋蔵文化財センター用地前）
17日 岸本倫子さん那覇市青少年特別表彰
第31回よみうり写真大会高校生部門自由の部で大賞を受賞した当時真和志高
校3年だった岸本倫子さんに、
那覇市青少年特別賞を贈りました。
27日 こどもエコクラブなは大会

1月24日 第2回子どもフェスタinなは

3月

2月10日 子ヤギ4匹が那覇市埋蔵文化財
センター用地へ

1日
2日
3日
17日

2010夏祭りin那覇「一万人のエイサー踊り隊」
平成22年度那覇市観光功労者表彰式
ふれあいデイサービス100施設目となる
「サンライズ松尾会」
が開所
市の魚としてマグロを制定

9月

2月9日 市へ三線の名器2丁寄贈

2日 災害対応自動販売機の設置
（銘苅庁舎）
4日 第28回沖縄フェスティバル
（ホノルル市）
那覇市･ホノルル市姉妹都市提携50周年を記念して、翁長市長が公式訪問しました。
7日 沖縄セルラースタジアム那覇「イベント公開リハーサル」
10日 興南高校市民栄誉賞授与
（12日メダル授与:第92回全国高校野球選手権大会優勝）
11日 平成22年度救急・防災フェア
12日 2010なはモビリティーウィーク＆カーフリーデー
（〜22日）
17日 上村卓也さん青少年特別表彰
美ら島沖縄総体2010 平成22年度全国高等学校総合体育大会 空手道男子個
人形で優勝した興南高校の上村拓也さんに、
那覇市青少年特別賞が贈りました。
18日 第一牧志公設市場開設60周年祭
その
第一牧志公設市場は、
1950年に木造セメント瓦葺）の平屋造りで開設され、
後、
本土復帰の年に建て替えられました。現在までの60年間、
市民・県民の台所と
して、
観光スポットとして様々な役割を果たしてきました。
第18回なは青年祭
（〜19日）
19日 那覇市新100歳慶祝訪問
29日 多言語化コミュニケーションセンター開所式
かわら

5日 平和通り商店街振興組合LED街灯点灯式
14日 第3回NAHAユースフォーラム
緑の里親引渡し式
17日 特定健診受診者対象旅行券抽選会
生活習慣病の予防につながる「特定検診」の受診率の向上を図ることを目的に
行われているもので、今年（昨年度）の抽選会では80人のみなさんが当選し、
10万円の旅行券や体脂肪計などの賞品が贈られました。
19日 新たに認定された健康づくり協力店11店舗に認証店舗登録証を授与
27日 なは市民大学終了式

3月5日

平和通り商店街振興組合LED街灯
点灯式
4月3日
沖 縄セルラースタジアム那
覇。沖縄セルラーパーク那覇
落成式

4月

興南高等学校野球部が春の
選抜大会で初の全国制覇を
成し遂げた4月3日
（土）、市で
は待望の市営奥武山野球場
「沖縄セルラースタジアム那
覇」
と屋内運動場の「沖縄セ
ルラーパーク那覇」がついに
完成し、華やかな落成式が行
われました。

3日
4日
10日
21日
23日

沖縄セルラースタジアム那覇・沖縄セルラーパーク那覇落成式
波の上ビーチ海開き
興南高校野球部特別青少年表彰
（第82回選抜高校野球大会優勝）
鯉のぼり掲揚式
中核市への移行に係る沖縄県への協力依頼
市は、
平成25年4月の中核市移行に向けて取り組んでいます。中核市へ移行し
た場合、
保育園・特別養護老人ホームなどの設置認可、
指導監査や、
騒音・悪臭・
振動の規制地域の規制基準の設定など、
様々な業務が県から移譲されます。
25日 米軍普天間基地の早期閉鎖返還と県内移設に反対し国外・県外を求める県民大
会

ぶき

7月29日 美ら島沖縄高校総体2010開幕
（競泳）
8月3日 ふれあいデイサービス100施設目
となる
「サンライズ松尾会」
が開所
9月10日
興南高校野球部員130人と
監督、
コーチに市民栄誉賞記
念メダルを授与
春の甲子園に続き、夏の甲子
園でも全国制覇という偉業を
成し遂げた興南高校野球部。
初めて沖縄に深紅の優勝旗
が渡るとともに、史上6校目と
なる春夏連覇を果たしました。

10月
4日 第16回都市景観賞表彰式
7日 那覇市立病院開設30周年記念式典
9日 第40回那覇まつり
（〜11日）
那覇平和芸術祭〜那覇センセイション〜
11日 第9回那覇平和芸術祭ふれあいジャズフェスティバル2010
第15回スポーツフェスティバルinなは
22日 首里鳥堀町4丁目不発弾の現地爆破処理
27日 第3期那覇市協働大使委嘱式
31日 真地久茂地線
（識名真地地区）
・国道329号線南風原バイパス
（真地地区）
開通式
壺屋やちむん通り祭り2010
（〜3日）

9月18日
第一牧志
公設市場
開設60周
年祭

9月19日
今年新100
歳を迎える
方は6 6 人！
（祝）

11月

10月27日
第3期協働大使69人に委嘱状が手渡
されました

3日 「琉球王朝祭り首里」古式行列・祝賀パレード
14日 2010那覇市環境フェア
毎年11月に開催する環境フェアは今年で7回目。市民や事業者がエコ活動に取り組
むきっかけとなるよう、
環境について楽しく学べるコーナーやイベントを催しました。

市との協定などにより、協働によるまち
づくりを実践した団体の代表、
またはそ
の団体が推薦する方を第3期協働大使
として委嘱しました。第3期の69人を合
わせて協働大使は290人となりました。

12月

5月

5日 NAHAマラソン
6日 首里支所開所式
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なは市民協働大学開校式
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6月19日
那覇市立病院5階に
「健診センター」
が開設
6月29日
プロ野球公式戦「横浜VSヤクルト」初戦の始球式（投手：翁長市長）

首里久場川町2丁目18番地9

敷 地 面 積：1,369.31㎡（登記面積）
延べ床面積：932.13㎡
2階○首里支所
1階○会議室（２室）
○首里自治会長連絡協議会事務室
○首里振興会事務室
駐 車 場：20台
駐 輪 場：10台
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日︵金︶に閉庁します︒

6月19日 Alo Hai Festivai〜アロ・ハイ祭り〜

所：〒903-0807
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・17時半は なはまちなか振興課「JUNさんのお友達コーナー」、金曜16時は 環境部「にこにこエコエコ」。みんな聞いてね♪
FMレキオ（80.6MHz）で市のお知らせを放送中！火曜17時5分は 那覇消防本部「FDなは119情報」

首里支所庁舎新築移転のお知らせ
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月 日㈪ から新庁舎で業務開始
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保
儀
↑

首里
支所

新 首 里 支 所 庁 舎 は ︑駐 車 場
に面した 階部分に首里支所の
﹁ 証 明 書 申 請・届 書コーナー﹂を
配 置し︑ 階には約 1 0 0 人 収
容できる会 議 室︵コミュニティ施
設︶
を設け︑協働によるまちづく
りに役立つ施設となります︒
また︑これまで手狭なため︑車
で来 庁される市 民のみなさまに
大変不便をおかけしました駐車
スペースは︑身 体 障がい者 用２台
を含め︑ 台の駐車が可能です︒
その他 ︑屋 外には太 陽 光 発 電
装 置 を 設 置 し ︑トイレには雨 水
を 利 用 す る な ど 環 境に配 慮 し
ました︒屋 根は赤 瓦の勾 配 屋 根
とし︑沖縄の伝統的な深いひさし
︵アマハジ︶
が特徴です︒
なお︑電話番号については新庁舎へ移転しても変更はありません︒
●アクセス
︻路線バス︼※バス停から新首里支所庁舎までの目安時間
久場川団地入り口バス停下車 徒歩３分
︵ 番首里城下町線︶
︻ゆいレール︼首里駅下車 徒歩７分
お問い合わせ
首里支所 ☎884・4312

市営住宅

アクセスマップ

5月20日 那覇市制施行89周年記念式典

↑石
嶺方
面

3日 第36回那覇ハーリー
（〜5日）
5日 児童館あそびフェスタ2010
17日 国民健康保険赤字解消運動会開始式、電話督促
災害対応自動販売機の設置（仮庁舎）
20日 那覇市制施行89周年記念式典
各分野で功績のあった市政功労者9人を表彰したほか、
翁長市長が「『いい暮ら
しより 楽しい暮らし』のための平和行政」をテーマに、
過去行われた様々な県
民大会への参加、
政府要請でのエピソードなど、
基地問題の舞台裏を熱く語りま
した。
28日 「私のごみゼロ宣言」表彰式、
「ごみ減量呼びかけ、
クリーンアップ大作戦」出発
式
4日 なは市民協働大学開校式
昨年度は「なは市民大学」の市長講話をとおして、
市の推進する協働の理念を
説明しました。今年度の「なは市民協働大学」は、
この協働の理念をもとに、
それ
ぞれの地域で実践につなげていくことを目的に開いてます。
6日 自動交付機による公共使用料金収納サービス開始
天久・首里リウボウ、
ジャスコ那覇店内にある証明書自動交付機で、
公園内テニ
スコート施設（漫湖公園多目的広場含む）の使用料金を支払うことができるよう
になりました。※インターネット予約した場合のみ
9日 プロ野球公式戦開催に関する要望書を提出
（横浜、ヤクルト、
ロッテ、西武）
19日 那覇市・ホノルル市姉妹都市提携50周年事業Alo Hai Festivai〜アロ・ハイ祭り
〜
健診センター開設式
（那覇市立病院）
21日 プロ野球公式戦開催に関する要望書を提出
（〜22日 中日、
オリックス、阪神、広島、
ソフトバンク）
26日 創作エイサーコンテスト太鼓フェスティバルinなは
29日 プロ野球公式戦「横浜ベイスターズ×ヤクルトスワローズ」in沖縄セルラースタジ
アム那覇
（〜30日）
沖縄で35年ぶりとなるプロ野球公式戦「横浜VSヤクルト」が沖縄セルラースタジ
アム那覇で行われました。会場には連日2万人を越える観衆が集まり、
プロ野球公
式戦は、
大盛況となりました。平成23年もプロ野球公式戦が予定されています。

7月8日
那覇市新庁舎建設工事安全祈願祭

8月

2月

6月

4

