
日 催　　　　　物 開場 開演 入場料

大
ホ
ー
ル

5（日） 「第１２回沖縄尚志会芸能祭」 18:00 18:30 ¥2,000

11（土） 那覇市育英会チャリティー公演「みんなで応援、学び伸びる子」 17:30 18:00 前売¥1,500
当日¥2,000

12（日） 仲田幸子一行「敬老の日特別公演」 14:30 15:00 前売¥3,000
当日¥3,500

19（日） 緑間バレエスタジオ「第4回発表会」 16:30 17:00 ¥1,900

23（木） 「第３回特選芸術祭」 16:30 17:00 前売¥2,500
当日¥3,000

25（土） 琉球民謡音楽協会「芸 能 祭」 17:00 18:00 ¥1,500

26（日） 「青少年非行防止に関するシンポジウム」 13:00 14:00 無料

中
ホ
ー
ル

10（金）
11（土）
12（日）

絵画の展示販売

11:00 11:00

無料11:00 11:00

11:00 11:00

19（日） ダンスバトル 「Ｂ・ＢＯＹ☆ＳＴＡ２０１０」 14:00 15:00 前売¥1,000　当日¥1,500
小中高生無料

日 催　　　　　物 開場 開演 入場料
4（土） 打楽器の祭典2010 ｉｎ ＯＫＩＮＡＷＡ 17:30 18:00 ¥1,000

5（日） 新報カルチャーセンター上原ゆきのりカラオケ教室　『第9回発表会』 17:00 17:30 ¥1,500

8（水） 認知症かな？　症状と予防：活動の現場から 18:00 18:50 無料

11（土） 藍の会創立20周年記念コンサート 15:30 16:00
一般¥2,500
学生¥1,500

（前売・当日同じ）

12（日） 第20回名城サウンドアカデミー発表会 10:30 11:00 無料

18（土） 平成22年度しまくとぅばの日関連事業
「うちなぁぐち講座とぅ伝統文化体験」成果発表 13:30 14:00 無料

19（日） 琉舞の発表会（虹ぬ橋座公演） 12:00 13:00 無料

20（月） 佐藤俊介ヴァイオリン・リサイタル 17:30 18:00

一部指定¥2,900 
自由席¥2,500
大学生以下¥1,500
（当日各同じ）

23（木） 作曲家・作品探究シリーズ ｖｏｌ．5 「ピアノで楽しむショパン＆シューマン」
～生誕200周年を記念して～ 15:30 16:00

一般¥2,000
学生¥1,500

（当日各500円増）

24（金） 第29回那覇市民生委員児童委員大会 12:30 13:30 無料

25（土） Ｔａｃｔｕｓ ｖｏｌ．1 ～タクトゥス～ 18:30 19:00
一般¥2,000

高校生以下¥1,000
（当日各500円増）

26（日） ピティナ・ピアノステップ 那覇地区 10:00 10:30 無料

27（月） 佐久間龍也門下生による ピアノソロアンサンブルの夕べ 18:30 19:00 ¥1,000

市では9月を地域清掃活動月間と位置
づけ、自治会などが土・日に行った地域
清掃活動で出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。　 クリーン推進課☎889-3567

①ママとベビーの体操教室②英語で
親子リトミック③ヨガ教室④初めてのフラ
ダンス⑤カラーコーディネイト⑥初心者フ
ラワーアレンジメント⑦フルマラソンチャレ
ンジ教室⑧ウォーキング＆ノルディックウォ
ーキング⑨初心者ピラティス⑩初心者太
極拳⑪ストレッチポール⑫初心者英会話
教室　 ①～⑥9月1日（水）～6日（月）、
⑦～⑧9月6日（月）～12日（日）、⑨～⑫9
月13日（月）～20日（月）※受付は窓口は
9時から、電話は10時からです。詳しくは
ＮＰＯ那覇市体育協会へお問い合わせ
下さい。
沖縄セルラースタジアム那覇
☎857-0889

【資料配布】9月6日（月）～10日（金）
9月13日（月）～15日（水）　 ①個人

で本市居住1年以上、満20歳以上の方
　②市税の滞納がない方　③使用す
る小間において専業可能な方　④商
品の安定供給ができる方
なはまちなか振興課☎863-1750

9月18日（土）9時～18時　【募集期
間】9月13日（月）9時～　 消防本部4
階講堂　 心肺蘇生法、ＡＥＤ、止血法、
搬送法など　 市在住、在勤の方　
先着24人※3人以上の団体申し込みは
不可　  救急課☎867-1199

一定数一定期間以上、那覇市民の新

規常時雇用を行った、市内に事務所等
を設置した企業の申請に対し、事業内
容、産業振興への効果等を総合的に検
討し、予算の範囲内で助成金を交付し
ます。　 9月30日（木）まで
商工農水課企業立地雇用対策室☎

951-3212

平成22年度那覇市小口資金融資を受
け付けています。　 市内に事業所を
有し、業歴が6か月以上（特別小口は1
年以上）　 平成23年3月31日まで※
詳しくは商工農水課へお問い合わせくだ
さい。

商工農水課　☎951-3212

本市における農業の振興および育成を
図るため、下記の通り補助事業を行って
います。※なお、交付は予算の範囲内と
なります。　 那覇市農業基本農家台
帳に農家登録をしている農家、または市
長が認めた団体で、市税および国民健
康保険税の滞納がない方　※農家台
帳へ登録してない方は早めに登録してく
ださい。

※園芸作物生産機材購入補助におい
て、ビニールハウス設置補助を受ける場
合は、購入前の申請が必要です。
【締め切り】平成23年1月31日（月）
商工農水課☎951-3209　

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。金額は、生ごみ処理機本体
価格の3分の2で、上限額が3万円です。
生ごみ処理機は1世帯に1台、処理容器
は1世帯に2台までが対象となります。詳
しくは環境政策課へお問い合わせくださ
い。　 環境政策課☎951-3231

市では、下記の施設において平成23年
4月1日からの指定管理者を募集してい
ます。詳しくは担当課へお問い合わせく

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）

一般小口資金 特別小口資金
※個人事業所のみ

資金使途 運転、設備、運転設
備、転業

運転、設備、運転設
備

限 度 額 750万円 750万円

融資期間

運転、転業（5年以
内）、設備、運転設備
（7年以内）（据置6
月以内）

運転（5年以内）設
備、運転設備（7年
以内）（据置6月以
内）

年 利 率 2.55％ 2.35％

保 証 料

無担保
0.45～1.45％
有担保
0.35～1.35％

0.6%

保 証 人

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。

不要

補助事業名 補助率

地力増進奨励補助事業

経費の50％以内
優良農機具購入補助事業

園芸作物出荷補助事業

園芸作物生産機材購入
補助事業

第一牧志公設市場小間

精肉、鮮魚などの販売（小売）

6日（月）～10日（金）・下水道の日 （上下水道局1階ロビー　上下水道局総務課）

19日（日）・動物愛護週間キャンペーン
  （13時～モノレール美栄橋駅前交通広場　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/

99 月月 のの 行行 事事

地方独立行政法人 那覇市立病院
www.nch.naha.okinawa.jp

耳鼻咽喉科の第1・3・5月曜日の午後の診療は休診となります。

/
☎884-5111（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。
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科

内

科
△◎△○◎◎△◎○◎◎○月
△◎△△◎◎◎◎○◎◎○火
△◎△△◎◎△－○◎△○水
△◎△△◎◎◎◎○◎◎○木
△◎△△◎◎△◎○◎◎○金

「◎」午前・午後とも診療　「△」午前のみ診療　「－」休診
「○」初診・予約外の患者さんは、診療予定人数に達し次第受付を終了します。
整形外科の水・金の午前の初診は紹介状持参の方のみの受付となります。
歯科口腔外科の初診は紹介状持参の方のみの受付となります。

9月

9月

9月は家出少年および福祉犯罪少年
などの発見保護活動強化月間です！
例年夏休み明けは、特に家出少年が
性的被害や、悪質な業務に従事させ
られる福祉犯などの被害に遭うケース
が少なくありません。このような被害の
未然防止と早期発見のために、市民
のみなさまのご協力をよろしくお願いし
ます。　 那覇警察署☎836-0110
／ヤングテレホンコーナー☎0120-
276-556

※7月1日から市民会館向かいの赤十字病院の駐車場が利用できるようになりました（有料）。
※主催者・催し物の都合により変更することもあります。

※主催者・催し物の都合により変更することもあります。

2010年（平成22年） 9月7

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。

地域の清掃活動を応援します

平成22年度那覇市小口資金融資

沖縄セルラースタジアム
スポーツ＆カルチャー教室

公設市場の空き小間募集

一般市民対象　上級救命講習会

生ごみ処理機購入支援制度について

平成22年度那覇市農業振興対策
補助事業について

育英会チャリティー公演9月11日（土）18時～市民会館で開催！ゲストに古謝美佐子さんも登場！　那覇市育英会☎988－3688

9月は「市長へ手紙を出す月間」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（水）～30日
（木）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」
と朱書きして郵送②市ホームページの「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」と記入して住所と氏名を入力
【回答方法】 文書で回答
【あて先 】 〒900-8585 那覇市上之屋1-2-1　
 那覇市 市民協働推進課　気付　
 那覇市長　翁長雄志

市民協働推進課（☎862-9955・6861-3769）

那覇市企業立地促進奨励助成金
の申請について

指定管理者の募集について


