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健康・福祉

人工透析を要する70歳未満の国民健
康保険特定疾病療養受領証をお持ち
の方は、7月末日が有効期限のため、8月
中に更新手続きが必要になります。　
（1）（2）で【必要な物】那覇市国民健康
保険被保険者証・国保の世帯主の印
鑑・課税、非課税（所得の記載のある）
証明書の提出の必要な場合有り
（1）（2）の   国保長寿医療課☎８６２-４２
６２

2階）　　市内に住所、または事業所を
有する方、100万円以上の年間所得を
有する方、市税を滞納していない方　
連帯保証人を立てられる方※契約期間
満了までに返却ができること。転貸不可
 壺川1丁目13番14号　　8月16日
（月）～8月27日（金） ※電話での申し込
みは受付できません
 商工農水課☎951-3209

※主催者・催物の都合により変更することもあります。

なは女性センター

利用時間  月～金（9時～21時）、
土曜日（9時～17時）／日曜、祝日休館

テンブスホール 8月

壺屋焼物博物館

開館時間10時～18時
（入館は17時半まで）／月曜休館

指定管理者の募集について
市では、下記の施設について平成23年
4月1日からの指定管理者を募集してい
ます。詳しくは市ホームページをご覧にな
るか担当課へお問い合わせください。

 ①福祉政策課☎862-9002
②③子育て応援課☎861-6951
④ちゃーがんじゅう課☎862-9010
⑤障がい福祉課☎862-3275
⑥市民協働推進課☎861-3846
⑦こどもみらい課☎861-6903

問

募集期間
8月23日㈪～9月6日㈪

8月23日㈪～9月6日㈪
9月6日㈪～9月24日㈮

①
②
③
④
⑤

⑥

那覇市総合福祉センター
那覇市母子福祉センター

8月2日㈪～8月25日㈬

那覇市母子生活支援センターさくら
8月23日㈪
　～9月10日㈮

那覇市安謝福祉複合施設
那覇市精神障害者地域生活支援センター

⑦ 安謝保育所

9月22日㈬～10月8日㈮
※募集要項配布は
8月2日㈪～8月31日㈫

那覇市ＮＰＯ活動支援センター

施設名

対

場 申

「平成22年度沖縄県コールセンター
資格認定試験」開催について

 平成22年8月13日（金）まで
 ㈶雇用開発推進機構☎859-6140
申
問

日　程 費　用

10月2日エントリー資格

10月16日オペレーター資格

10月30日スーパーバイザー資格

2,625円

4,725円

5,775円

資　格　名

【採用予定人数】①待機児童解消等臨
時保育士②短期採用保育士、各若干
名　【勤務期間】①6か月（更新あり）　
②8月～10月までのうち1～3か月間　
【賃金】日額6,670円（通勤手当あり）
 保育士資格を有し、保育士登録をし
ている方　　市公立保育所11か所
 こどもみらい課窓口で所定の採用申
込書に必要事項を記入押印の上、写
真・保育士証の写しを添付して提出
 こどもみらい課☎861-6903

対

申

問

場

臨時保育士採用について

8月1日の観光の日にちなみ、那覇市の
観光に貢献した方 を々表彰します。市民
のみなさまも、是非会場へおこしください。
 8月2日（月）16：30～　　那覇市上下

那覇市観光功労者表彰式開催に
ついて

市の無縁遺骨仮安置所には、公共工
事などで発見された無縁遺骨、身元不
明の行旅死亡人等の遺骨を仮安置し、
毎年遺族に代わって慰霊祭を行ってい
ます。今年は下記の日程で行います。
 8月10日（火）15時　　市無縁遺骨
仮安置所前（識名霊園内）
 環境保全課☎951-3229

水道局庁舎３階那覇市職員厚生会館
 観光課☎862-3276

那覇市無縁遺骨仮安置所慰霊祭

日 場

問

那覇市民ギャラリー
（パレットくも じ6階）
開館時間：10時～19時／月曜休館

國場一・作陶展
 8月7日（土）～20日（金）　　3階企
画展示室　　無料
ギャラリートーク
常設展示の内容について、学芸員が展
示会場で解説します　　8月15日（日）
午前11時から※参加希望の方は当日
博物館1階受付前に集合　　入館料
が必要
人とモノの物語　沖縄コレクター友の
会会員コレクション展
 8月24日（火）～9月5日（日）　　3階
企画展示室　　無料

日

日

日

費

費

費

場

場

問

（2）国民健康保険特定疾病療養
受領証の更新手続きについて

児童扶養手当を受給している方は毎年
8月中に「現況届」の提出が必要です。
「現況届」は平成22年度も継続して受
給できるかを決定する届出となりますの
で、必ず提出してください。また、特別児
童扶養手当を受給している方も「所得
状況届」の提出が必要となります。　
【提出期間】「現況届」8月2日（月）～31
日（火）／「所得状況届」8月11日（水）～
9月10日（金）　【受付時間】9時～16時
※土日は受付しておりません　【受付場
所】子育て応援課（仮庁舎Ｃ棟1階Ｃ-9
番窓口　　子育て応援課☎861-6951

児童扶養手当「現況届」および
特別児童扶養手当て「所得状況
届」の提出について

心身に重度の障がいがあり、日常生活
のすべてにおいて介護を受けている在
宅生活者で20歳以上の方に支給され
る手当です。なお、福祉施設等に入所し
ている場合や病院に3か月以上入院さ
れている方には支給できません。【月額】
26,440円

（1）特別障害者手当制度について

■8月3日（火）～8日（日）　▼琉球新
報カルチャースクール水彩画展／絵画
／第1展示室　▼全国高校総体テニス
競技100周年記念展示会／写真パネ
ル・資料／第2展示室　▼原田江里子
　個展／絵画・立体・ポップアート／第3
展示室

ぶんかテンブス館
（てんぶす那覇4階）

開館時間 9時～22時

琉球芸能公演　百花繚乱～Ｒｙｕｋｙｕ
　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ～
 5日・19日・26日（木）17時、19時　　
大人1,260円、シニア630円
笑 ・々めんそ～れ寄席
 17日（火）19時半　　前売：一般
2,000円、学生（大学生・専門生以下）
1,000円※当日券は各500円増

大募集！障がいのある方の就職を
支援します
障がいがある方の就労相談・就労訓練・
ジョブサポーターの派遣支援を実施して
います。　　那覇市障害者就労支援セ
ンター「さわやか」（寄宮2-32-1真和志
庁舎2階）　　那覇市障害者就労支援
センター「さわやか」☎833-7755

場

今年も国際通りで一万人のエイサー踊り
隊が開催されます！事前に登録していな
い方も、ひとりでも当日にわかエイサー踊
り隊として参加できます。
【にわかエイサー踊り隊】
 8月1日（日）10:00～14:00　　パレッ
トくもじ前広場、那覇市国際通り
 当日の10時に県民広場で受付後、2
時間練習を行い、午後からページェント
参加者として演舞
【一万人のエイサー踊り隊パレード】
 8月1日（日）13:00～18:00　　パレッ
トくもじ前広場、那覇市国際通り　　ペ
ージェント参加者、青年会エイサー、創作
エイサーによる演舞
 夏祭りｉｎ那覇実行員会事務局☎
863－2755

■8月10日（火）～15日（日）　▼たんぽ
ぽ組展／絵画／第1展示室　▼第14
回　個我の形象展／彫刻／第2展示
室　▼第10回　白陽　書作展／書／
第3展示室
■8月17日（火）～22日（日）　▼2010
年　第33回　全日本写真連盟　沖縄
支部展／写真／第1展示室　▼第46
回　ニッコールクラブ　写真展／写真
／第2展示室　▼那覇市民ギャラリー
収蔵絵画展／絵画／第3展示室
■8月24日（火）～29日（日）　▼名嘉　
幸代　花織展／織／第1展示室　▼
第32回　葉月会展／絵画／第2展示
室　▼久保義雄　絵画展／絵画／第
3展示室
■8月31日（火）～9月5日（日）　▼第1
回　沖縄みずえの会／絵画／第1展示
室　▼みかんの会　絵画展／絵画／
第2展示室　▼第14回　テイクＰの会
　写真展／写真／第3展示室

第16回2010夏祭りin那覇
「一万人のエイサー踊り隊」
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内
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場
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「職場でのよりよい対人関係を築くため
に…」～ものの見方を変えることで気持
ちが楽になる方法～
【講師】高良恵利子（産業カウンセラー・
日本心理学会認定心理士）　　9月11
日（土）13時半～16時半　　那覇市在
住・在勤・在学で職場の対人関係に悩
んだことのある女性　　20名（定員を超
えた場合は抽選）　　9月8日（水）午後
5時まで※一時保育（2歳児以上）・手話
通訳をご希望の方は、申込締切日まで
にお申し出ください。
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心身に重度の障がいがあり、日常生活に
常時特別の介護を受けている在宅、ま
たは入院中で20歳未満の方に支給され
る手当です。なお、福祉施設等に入所し
ている方には支給できません。【月額】
14,380円
※両手当とも所得による支給制限があ
ります。（1）（2）についての　　 障がい
福祉課☎862-3275

（2）障害児福祉手当制度について

問申
日 場

（1）国民健康保険限度額適用
認定証等の更新手続きについて

現在お持ちの国民健康保険限度額適
用認定証等は、7月末日が有効期限の
ため、8月中に更新手続きが必要になり
ます。

こく ば はじめ
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家庭の問題、ドメスティック・バイオレンスなど、女性の抱える様々な相談に応じます。　ダイヤルうない☎861－7515


