・

こどもエコクラブでは︑幼児から高校生

までの２人以上の仲間が集まれば︑誰でも

登録して活動することができます︒
みなさ

随時募集しています︒環境保全課へお問

い合わせください︒

こどもエコクラブヘルパー募集中

んもエコクラブに登録して︑地球に優しい

で遊んだ 帰

こどもエコクラブの活動を支えるヘル

活動を始めませんか︒普段の生活に新しい

はなぞの児童クラブでは︑残飯をごみと

りには干 潟

しく げよう

こどもエコクラブの

して出さず︑ＥＭ菌と混ぜて土作りをし︑

でごみ 拾い

パーを募集しています︒あなたの体験し

楽しみ方を見つけられるかもしれません︒

その土で野菜を栽培する活動に取り組ん

をし︑
エコク

た 遊 び︑昔の暮らしや食べ物 ︑身 近に住

みんなで楽しくエコ活

でいます︒
エコクラブヘルパーからこの活動

ラブヘルパー

む生き物のことなど︑あなたの持ってい

る情報や知恵を︑自然観察や体験プログ

動の輪を広げていきま

方法の提案を受けてから︑
こども達と一緒

な どから 生

こどもエコクラブに登録して︑個人ではなかなかできない環境

に楽しく土作業をするようになりました︒

き 物 観 察の

ラムを 通して子 ども 達に紹 介し ません

しょう︒

以 前は固い土と 雑 草に覆われていた 園 舎

楽しみ 方も

輪

市制施行90周年記念事業
施行90周年記念事業『宝くじ文化公演』

350mm

き こ く

歸國

市指定ごみ袋（10枚入）
枚入）

接種開始月齢によって異なります

住宅用火災警報器の設置はお済みですか？住宅用火災警報器の設置が義務化されました！（消防本部予防課☎867-0212）

か？子どもの発見に寄り添い︑共に楽し

売を予定しています。
。

2か月齢〜5歳未満の乳幼児

健康推進課 ☎862-9016

！
！

特小ごみ袋は、これまでの指定袋と同様にスーパーや
れまでの指定袋と同様にスーパーや

接種の手続きなど
詳しくは通知書をご覧ください。

お問い合わせ

広

コンビニなどで購入することができます。
入することができます。6月から店頭販

平成23年6月1日〜平成24年3月31日

※「子宮頸がんワクチンの無料接種」は、平成23年7月か
ら平成24年3月31日を予定しています。対象者には、通
知書をお送りします。

活動を︑暮らしの知恵や情報を持ったエコクラブヘルパーと一

周 辺 が︑今では潤いのある土になり ︑たく

習 うな どし

接種回数

方法について考えてみてはいかがでしょうか。

める方を募集します︒

対象者

そうでない方も、この機会に上手なごみの出し方や減量

緒に楽しく取り 組んでみませんか︒こ どもエコクラブに登 録

さんの野 菜や花に囲まれるようになりま

て自 然と 触

実施期間

大きすぎるなぁ」と感じていた方、ぜひお試しください。

︻申込方法︼

平成23年6月から「ヒブワクチン」、
「小児用肺炎球菌ワ
クチン」接種（無料）の実施を予定しています。
これらのワクチン接種は、市の責任による行政措置とし
て実施するもので、保護者などの希望により接種する任
意の予防接種です。対象者（保護者）には、通知書をお送
りします。

︻申込方法︼

した︒上原萌さん
︵５年生︶
は︑﹁自分で作っ

れ 合いな が

随時募集しています︒環境保全課へお問

化が進んでいることや単身世帯の増加により、
「特小サ

9
5
1
3
2
2
9

しているはなぞの児童クラブの紹介をします︒

た野菜を食べられるのが嬉しい︒嫌いなも

ら楽しく環境活動を行っています︒児童ク

に、新たな「特小サイズ」が加わります。家庭のごみ減量

2

楽

︻お問い合わせ︼環境保全課☎

のも食べられるようになったよ︒
﹂
と嬉しそ

企画調整課 ☎862-9937

い合わせください︒

お問い合わせ

http://www.city.naha.okinawa.jp/kikaku/furusato/

ラブの新垣園子先生は︑﹁環境活動に取り

URL

市民の皆さまが普段使用している那覇市指定ごみ袋

イズ」追加の要望が寄せられていました。「小の袋でも

那覇市災害ユイマール登録普及促進事業
ご寄付をいただいたみなさま、
ご寄附をいただいたみなさま、
有難うございました。
市では、
みなさまのご期待に添えるような那覇のまちづくりに取り組んでいきたいと考えていますので、
今後とも
「なは」
への応援よろしくお願いします。詳しくは、那覇市のホームページでご覧ください。

うに話しました︒夏には窓際にゴーヤーを

図書館資料等購入事業

組むようになってから︑子ども達は好き嫌

プロ野球キャンプ等支援事業

植え︑
それが涼しい
﹁緑のカーテン﹂
となり︑

文化振興基金積立

いがなくなり
﹃もったいない﹄
という言葉が

児童クラブ賃貸料補助金

新たに 特小サイズ の
ゴミ袋が追加されます。

ヒブ、小児用肺炎球菌
ワクチン接種（無料）
の
お知らせ

2011年
（平成23年）
6月

電気の節約にもつながっています︒

新都心第二幼稚園（仮称）
にかかる備品購入事業

自然に飛び交うようになるなど変化がで

緑のカーテン・屋上・壁面緑化推進事業

同児童クラブでは他にも︑
不用品を利用

天久小学校管理運営事業（新設校）
天久小学校教材等整備事業
（新設校）

てきました︒子どもの頃からこのような活

なは市民大学
健康増進事業

について語りまし

■ 平成23年度事業名

⥄ὼ㮿㯂
ᄢಾ㮼㯉
㱳

22,421,200円

た ︒ま た﹁ こ ど も

寄付金額

40件

エコクラブに登録

申し込み件数

したことで様々な

平成22年度は、次のとおりたくさんの寄付金が寄せられ
ました。
みなさまからいただいた寄付金は、
平成23年度、
次の事業に活用させていただきます。

活動方法を教え

那覇市ふるさとづくり寄付金制度は、那覇市出身の方はもとより、那覇に思いを寄せる多くの方々が、市のま
ちづくりに参画いただけるよう、
寄付金の使い道を指定できる仕組みです。

てもら うこ と が

〜那覇市ふるさとづくり寄付
〜那覇市ふるさとづくり
〜那覇市ふるさとづくり寄付金制度〜
寄付金制度〜
金制度〜

でき ︑活 動 報 告 会

「なは」へのご厚意に感謝

をとおして他の団体と情報交換したり︑
活

A

動の成 果を 認め合 うことで活 動の励みに

25

もなっています﹂とこどもエコクラブでの

15

活動の意義について話しました︒

17

して子ども達が工作を楽しんだり︑
リサイ

30

動をし︑肌で感じることが大切です﹂と環

F
A
X

那覇市立学校適正配置計画︵統合・分離︶
素案に対する市民意見の募集について

「広報なは・市民の友」5月号と一緒に市民のみなさま
に配付しました「防災マップ」に掲載しました「津波浸水
予想図」につきましては、沖縄近海でマグニチュード7.8の
地震が発生し、1.5〜2メートルの津波が那覇市を襲った
ことを想定した、平成18年度に沖縄県が作成した被害想
定を基に作成されたもので、東日本大震災の発生を受け
て、大津波を想定して作成されたものではありません。
「防災マップ」につきましては、津波以外にも台風や風
水害の災害時の避難場所や防災メモ等も掲載されており
ますので、防災の備えについて市民のみなさまのお役に
立てるものであると考えております。
現在、市では、市民のみなさまの安心・安全を守るとい
う地方自治体の基本的かつ根元的な責務を果たすため
に、大津 波被害に対する新たな避
難場所の確保や避難経路の確立等
の見直しを行っております。
今後、地域防災計画等の見直しが
行われ、大津波を想定したマップ等
が出来ましたら、市民のみなさまに
迅速に広報を行ってまいります。
【お問い合わせ】
総務課市民防災室☎861-1102

市では︑市立小中学校の教育環境を整備し︑より充実した学校教育の実
現を目指すため那覇市立学校適正配置計画︵統合・分離︶の素案を作
成しました︒
この素案について︑市民のみなさまのご意見を募集します︒
︻素案の閲覧場所︼
教育委員会総務課窓口︵とまりん２階︶︑仮庁舎総合窓口︵ 棟１階︶︑新
都心銘苅庁舎市政情報センター
︵２階︶︑各支所
市ホームページ︵市民意見提出制度︶からダウンロードすることもで
※
きます︒
︻実施期間︼
６月１日︵水︶
〜６月 日︵木︶
︻提出方法と提出先︼
︵郵送︶〒９００ ８
‐５５３ 那覇市前島３丁目 番１号 とまりん２階
教育委員会総務課宛
︵
︶８９１・３５２０
︵直接提出︶教育委員会総務課窓口へ︒
土日および慰霊の日を除く８時半〜 時 分
なお︑電子メールでも提出できます︒
※
詳しくは︑
ホームページをご覧ください︒
︻お問い合わせ︼
教育委員会総務課☎８９１・３５００

防災マップにつきまして

クルのバザーを開くなど︑
さまざまな方法

お知らせ

境 教 育の 大 切 さ

2011年
（平成23年）
6月

でごみ減量に取り組んでいます︒
また公園

3

★

大

45ℓ

300円
円

中

30ℓ

200円

小

20ℓ

170円

特小 10ℓ

120円

500mm

【入場料】Ａ席3,000円(当日券3,500円）
Ｂ席2,000円(当日券2,500円)
東京駅のホームに、ダイヤには記され
【前売り販売開始】 5月18日（水）
ていない1台の軍用列車が到着した。 【入場券販売所】
そこに乗っていたのは、六十余年前 那覇市民会館、パレット市民劇場、
のあの戦争中、南の海で玉砕し、そ コープあぷれ、リウボウ、沖縄三越

終戦記念日の深夜。静まり返った

ごみ！
切れは
小さな紙 はさんで資源
まとめて
量！
生ごみは 水切りごみ減
しっかり

600mm

のまま海に沈んだ英霊たち…。
400mm

お問い合わせ

2011年7月30日（土） 那覇市民会館大ホール
【開場】13:30 【開演】14:00 全席指定

環境政策課 ☎951-3231

倉本聡率いる富良野グループによ
る舞台をお楽しみください。

※宝くじの助成により特別料金となっています。
※前売りで完売した場合、当日券はございません。
※未就学児のご同伴、ご入場はご遠慮ください。

【お問い合わせ】文化振興課☎831-8401

市民の友では、みなさまに読みやすい紙面をお届するため、ユニバーサルデザインの考えに基づく「ＵＤ書体」を使用しています。

