
生活保護世帯又は市民税非課税世帯のみなさまへのお知らせ
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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。

１９日（金）　�那覇市障害者美術展（～２１日１０時～　沖縄県立博物館・美術館　（社）市身体障害者福祉会）
２０日（土）　�第３２回那覇の物産展（～２１日１０時～　那覇市ぶんかテンブス館前広場　商工農水課）
★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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平成22年4月1日から小禄南小学校・
小禄小学校・宇栄原小学校の通学区
域の一部が次のとおり変更になります。

問　学務課（� 891-3505） 
 
【貸与金額】県内大学など（3万円/月）
　　　　　県外大学など（5万円/月）
【願書配布】3月1日（月）から（財）那覇
市育英会（とまりん2階）で配布　対　①
引き続き1年以上沖縄県に住所を有す
る者の子弟で、大学及び大学院、高等
専門学校（4年、5年制のみ）に在学し
ている方　②学業・人物共に優秀であ
り、学資の支払いが困難と見られる方
定　18人（予定）　申　4月1日（木）～30日
（金）10時～17時　※土日祝日を除く
問　（財）那覇市育英会（� 988-3688）
 
転勤、進学など異動が多いこの時期、
平日の窓口が混みあうので、余裕を
持って手続きができるように、市では次
のとおり臨時窓口を開設します。
①②の【開設日・開設時間】
3月27日（土）、28日（日）、
4月3日（土）、4日（日）9時～17時
①市民課臨時窓口（仮庁舎Ａ棟1階）
【業務内容】●住民票の写し、印鑑登
録証明、戸籍証明などの交付　●住民
異動届（転入・転出・転居など）とそれ
に伴う手続き、国民健康保険・国民年
金の加入・喪失に関する届けの受付
●印鑑登録　●出生、婚姻届などの戸

小禄南小学校・小禄小学校・宇栄原
小学校の通学区域変更のお知らせ

平成22年度（財）那覇市育英会貸与生募集

臨時窓口開設について

籍に関する届けの受付　問　市民課（�
862-3274）
②学務課臨時窓口（とまりん2階）
【業務内容】●新入学手続き　●指定
校変更手続き※事前に必要書類を電
話にてお問い合わせください。※自動
車で来庁の場合、とまりん立体駐車場
（那覇中側）の無料券を発行します。
問　学務課（� 891-3505）
 

対　市に事業所を有し、業歴が6か月以
上（特別小口は1年以上）の小規模事
業者　申　平成22年3月31日（水）まで
問　商工農水課（� 951-3212）、那覇商
工会議所（� 868-3758）
 
平成22年4月1日から公立公民館（7
館）の利用は有料になります。使用料
は利用施設の面積により異なります。
詳しくは市ホームページをご覧になる
か、各館へお問い合わせください。
問　中央公民館（� 891-3442）、久茂地
公民館（�891-3443）、小禄南公民館
（� 891-3444）、首里公民館（� 891-
3445）、若狭公民館（� 891-3446）、石
嶺公民館（�891-3447）、繁多川公民
館（� 891-3448）
 

【資料配布】3月1日（月）～5日（金）
対　個人で市内に1年以上住む、20歳
以上の方で、市税の滞納がなく、本市
場にて専業し、商品の安定供給ができ
る方
申　3月8日（月）～10日（水）16時まで
問　なはまちなか振興課（� 863-1750 ）
 
子どもたちを対象に、演劇を中心とした
舞台プログラムを実施いたします。
【講師】平田大一（演出家）
【実施期間】平成22年4月～平成23年3

平成22年度那覇市小口資金融資受付中

公民館の利用は、4月から有料に！

公設市場の空き小間募集

那覇青少年舞台プログラム参加者募集

� � � �

小禄南小学校区から小禄小学校
区へ変更になる区域住所

字小禄１２６番地、字小禄１３０番地～
１５５番地、字小禄５２０番地～５３６番地、
字小禄６８０番地～７００番地、字小禄
７０３番地～７０４番地、小禄５丁目１番地

小禄南小学校区から宇栄原小学
校区へ変更になる区域住所

小禄２丁目３番地、小禄２丁目５番地、
小禄２丁目８番地１～４、小禄２丁目８
番地２３～２４、小禄２丁目９番地１～６、
小禄３丁目６番地

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８：４５～１７：００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。
歯
科
口
腔
外
科

産
婦
人
科

眼

科

耳
鼻
咽
喉
科

ひ
尿
器
科

リ
ハ
ビ
リ
科

皮

膚

科

脳
神
経
外
科

整
形
外
科

外

科

小

児

科

内　

科
△◎△○◎◎△◎○◎◎○月
△◎△△◎◎◎◎○◎◎○火
△◎△△◎◎△－○◎△○水
△◎△△◎◎◎◎○◎◎○木
△◎△△◎◎◎◎○◎◎○金
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特別小口資金
※個人事業所のみ一般小口資金

運転、設備、
運転設備

運転、設備、運
転設備、転業資金使途

７５０万円７５０万円限 度 額

運転（５年以内）、
設備、運転設
備（７年以内）
（据置６月以内）

運転、転業（５
年以内） 、設備、
運転設備（７年
以内）　（据置６
月以内）

融資期間

２．４５％２．６５％年 利 率

０．６％

無担保
０．４５～１．４５％
有担保
０．３５～１．３５％

保 証 料

不　要

個人は必要に
応じて
法人について
は、代表者が
必ず連帯保証
人となります。

保 証 人

地デジに関して現金をだまし取られ
る被害が発生しています ！ ～周囲
の方へ声かけをお願いします ！ ～

地上デジタル放送に必要な費用と
偽り、市職員を名乗る人に、現金を
だまし取られるという被害が相次い
で発生しています。那覇市や国、県
から、地上デジタル放送に関して、ご
家庭を訪問して費用を請求すること
は一切ありません。このような請求を
受けたときは、すぐに支払わず、警
察署（� 836-0110）、市民生活相談
室（� 862-9955）へご相談ください。

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
精肉、鮮魚などの販売（小売）
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入場料開演開場催　　　　　物日

￥２，０００１８：３０１８：００
八重農沖縄みずほ会　第６回　芸能祭
八重山の史劇 「オヤケ・アカハチ」５（金）

大
ホ
ー
ル

大人　￥８００
小人　￥５００１８：３０１８：００第１１回　那覇市民吹奏楽団演奏会６（土）

無　料１４：００１３：３０２０１０年　入学おめでとう大会７（日）

￥１，５００１３：００
１８：００

１２：３０
１７：３０

琉球箏曲興陽会
「創立７０周年記念式典及び記念公演」１４（日）

￥１，５００１８：００１７：３０
第１８回　あけもどろ総合文化祭
古典芸能部会「歌と踊り」２０（土）

￥１，０００１７：００１６：００
第１８回　あけもどろ総合文化祭
琉球民謡芸能部会「島唄肝心・踊い華心」２１（日）

￥１，０００１８：３０１８：００
第１８回　あけもどろ総合文化祭
八重山芸能部会「八重山芸能の夕べ」２２（月）

￥１，０００１８：３０１８：００ハイチ地震被害へのチャリティーコンサート２４（水）
大人　￥６００
学生　￥４００１７：３０１６：３０第４１回　那覇高等学校吹奏楽部定期演奏会２７（土）

￥３００１８：３０１８：００第３６回　首里高等学校吹奏楽部定期演奏会２８（日）
大人　￥５００
学生　￥３００１８：３０１８：００第３０回　小禄高等学校吹奏楽の夕べ２９（月）

￥２，５００１８：３０１８：００
第１８回　あけもどろ総合文化祭
社交ダンス部会「社交ダンスの夕べ」２１（日）中

ホ
ー
ル

パンフレット代
￥５００１１：００１１：００おでかけライブ　in　沖縄２８（日）

※主催者・催し物の都合により変更することもあります。

3月

���������������������
� ��������	���
�����������������������
�����������	
���

 

入場料開演開場催　　　　　物日
一般　￥２，０００
学生　￥１，０００
（当日各￥３００増）

１９：００１８：３０
エミュ木管五重奏団演奏会　Vol．１３
～五色の音とことばで広がる物語の世界～５（金）

￥１，０００１８：００１７：３０第１８回　あけもどろ総合文化祭　詩吟部会『吟の夕べ』６（土）

￥１，０００１８：３０１８：００第１８回　あけもどろ総合文化祭　邦楽部会『邦楽の夕べ』７（日）

無　料１８：００１７：３０私学教育講演会８（月）

無　料１４：００１３：００人権啓発講演会１１（木）

一般　￥１，５００
学生　￥１，０００
（当日各￥３００増）

１９：００１８：３０
武蔵野音楽大学
～沖縄県支部同窓生による和の響き～
『創立８０周年記念演奏会』

１２（金）

￥１，０００１８：３０１８：００
第１８回　あけもどろ総合文化祭
音楽部会　合唱・声楽部会『合唱・声楽コンサート』１３（土）

￥１，５００１８：３０１７：３０
第１８回　あけもどろ総合文化祭
民踊部会『島唄に情込て』１４（日）

一般　￥８００
学生　￥５００１９：００１８：３０第２０回　木管アンサンブルの夕べ１７（水）

￥２，０００１９：００１８：３０屋良文雄コンサート　屋良文雄とシャバラバラ１８（木）

大人 ￥１，５００
高校生以下 ￥１，０００
（当日：各￥５００増）

１３：００
１８：００

１２：３０
１７：３０

～琉球芸能界の風雲児
　「玉城朝薫（たまぐすくちょうくん）」ここに登場！～
『朝薫伝』　～赫き龍！舞うが如く～

２１（日）

２２（月）

一般　￥１，２００
学生　￥１，０００

（当日共に￥１，５００増）
１９：００１８：３０

沖縄国際アジア音楽祭『沖縄音楽の軌跡』
第一夜「アジア音楽の夕べ」２４（水）

一般　￥１，２００
学生　￥１，０００

（当日共に￥１，５００増）
１９：００１８：３０

沖縄国際アジア音楽祭『沖縄音楽の軌跡』
第二夜「安里屋ユンタ　旅に出る」２５（木）

前売　￥３，５００
当日　￥４，０００１８：３０１８：００

沖縄国際アジア音楽祭
『宮沢和史presents NIPPONIA
　～世界で愛されているニッポンの歌たち～』

２７（土）

第一部　￥４，５００
第二部　￥５，５００
（当日共に￥５００増）

１３：３０
１８：３０

１３：００
１８：００

沖縄国際アジア音楽祭
第一部『細坪君と三浦君LIVE　２０１０「５０’ s Cafe」』
第二部『南こうせつコンサート～満天の星～』

２８（日）

￥３００１９：００１８：３０吹奏楽演奏会２９（月）

￥５００１９：００１８：３０仲村渠昭葉（名護大宮中３年）　バイオリンコンサート３１（水）
※主催者・催物の都合により変更することもあります。

3月


