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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。

２６日（土）　�第５回那覇農産物フェアー（１０：００　てんぶす那覇ポケットパーク　労働農水課）
２７日（日）　�第２９回那覇市生涯学習フェスティバル（１３：００　パレット前広場ほか　生涯学習課）
★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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那覇市立病院
�　��������（代表）
■救急診療（365日・24時間診療）

診療場所受付場所診療日時

急病センター
（地下１階）

１階
総合受付８：００～１７：００月

〜
金 急病センター

（地下１階）１７：３０～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

www.nch.naha.okinawa.jp/
■外来診療日割表　※眼科は完全予約制です。

歯

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
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【入居資格および入居基準】詳細は
「募集のしおり」をご覧ください。【募集
のしおり、申込書の配布日と期間】1月
15日（火）～21日（月）、市営住宅室（銘
苅庁舎4階）、本庁舎総合案内係（市役
所本庁舎1階）　【受付日と場所】1月23
日（水）～25日（金）9時～11時半、13時
～16時、久茂地公民館1階ロビー【選
考方法】公開抽選（第1次、2次）により
決定※母子家庭等においては第1次抽
選を免除　問　市営住宅室（�951-3242）

 

【受付期間】1月28日（月）～2月8日（金）
8時半～17時15分　内　平成20年度那覇
市清掃・警備業務委託の制限付一般
競争入札に参加するための入札参加
資格審査追加登録を受け付けます。
対　平成19年度に資格登録を行ってい
ない業者

 

【受付期間】1月21日（月）～2月6日（水）
内　平成20年度および21年度において、
市が行う物品の購入（一部リース業）お
よび製造請負ならびに不用品売却に
係る入札参加資格審査申請を受け付
けます。
（1）（2）　ともに申請書類の配布は管財
課。（1）　1月23日（水）、（2）　1月8日（火）
から配布（土日、祝日および平日12時
15分～13時を除く）※市ホームページ
からもダウンロード可　問　管財課（�
862-9904）

 

【申請書配布期間と場所】1月15日（火）
～18日（金）　道路管理室（銘苅庁舎4
階）　【受付期間】2月1日（金）～15日
（金）9時～17時　※郵送での受付はい
たしません　問　道路管理室（�951-
3237）

 

日　1月22日（火）～3月21日（金）9時～
16時　場　尚学院国際ビジネスアカデ
ミー　内　コミュニケーション講座（20日

市営住宅空家待ち入居者募集

（１）平成20年度市清掃業務・警備
業務委託入札参加資格審査の追
加登録の受付

（２）市物品購入など入札参加資格
審査申請の受付

平成20・21年度市発注側溝・雨水管
清掃入札参加資格審査申請の受付

コールセンターチャレンジスクール
の受講生を募集します ！ 【（財）雇用
開発推進機構主催】

間）パソコン講座（20日間）企業体験（2
日間予定）　対　①県内在住でコール
センターへ就職を希望する方　②約2か
月間の講座を受講できる方　定　20名
費　無料　申　1月15日（火）16時必着
問　尚学院国際ビジネスアカデミー（�
867-3515）

 

内　沖縄県では母子家庭・寡婦家庭の
児童生徒が高校・専修学校大学など
に就学する際に必要とする資金の貸
付申請を受付しています。連帯保証人
が1人必要です。　【申請受付期間】①
就学支度資金（入学金）3月31日まで
②修学資金4月30日まで　【受付場所】
子育て応援課　問　子育て応援課（�
861-6951）

問　経営企画室統計グループ（�951-
3223　�951-3224）
 
日　1月23日（水）　18時～21時　場　市消
防本部4階講堂　【募集期間】1月15日
（火）～18日（金）　9時～16時　対　市内
在住、在勤、在学者　費　無料　定　21名
問　救急課（�867-1199）
 
内　市では、市内の家庭で使用済みの
植物性食用油を回収しています。ペッ
トボトルに入れ、キャップを閉めて出し
てください。　※自治会での回収が行
われていない地域の方が対象です。
事業者の持ち込みはお断りします。
日　毎月第2、4月曜日9時～12時（休日
の場合は翌日）　場　市役所本庁1階市
民協働推進課前、銘苅庁舎1階市民
サービスセンター横　問　ゼロエミッション
推進室（�951-3392）
 
内　一時休止していました那覇市への
電子申請サービスを平成19年11月か
ら再開しています。詳しくは那覇市ホー
ムページ内「申請手続きサービス」をご
覧ください。
問　情報政策課（�861-0350）
 
【採用条件】保育士資格を有する方

沖縄県母子・寡婦福祉資金貸し付
けについてのお知らせ

普通救命講習会の受講生募集します

家庭用廃食用油を回収しています！

電子申請サービスを再開しています

臨時保育士募集について（2月1日付採用）

戸　数団地名

６戸小 禄
１戸安 謝
９戸新都心銘苅
２戸繁 多 川
２戸壺川東改良
２０戸計

� � � �
お詫びと訂正

本紙12月号1面に掲載された市の
総人口は『316,482人』の誤りで
した。訂正しお詫び申し上げます。

製造事業所の皆様へ

統計調査にご協力ください
　平成19年12月31日を基準日とし
て、経済産業省による工業統計調査
を全国一斉に製造業を対象に実施
しています。
　調査票に記入していただいた内
容については、統計法に基づき秘密
が厳守されますので、正確なご記入
をお願いします。
　なお、今回の調査より調査項目の
一部を改正しましたので、調査票の
記入に当たっては、ご注意ください。

経済産業省　
沖縄県　　　
那覇市　　　

第5回那覇農産物フェアー
＜テーマ＞　安心宣言 ！ おいしいぞ、那覇やさい

日　　時　　平成２０年１月２６日（土）１０時～１５時

場　　所　　てんぶす那覇ポケットパーク

イベント内容　　島やさいや花の直売会ほか

お問い合わせ　　労働農水課（�９５１－３２０９）
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入場料開演開場催　　　　　物日

一般　￥２，０００
学生　￥１，０００
（当日￥２００増）

１９：００１８：３０那覇市民合唱団　コル・カント
「水のいのち」　演奏会　指揮者　大勝　秀也６（日）

大

ホ

ー

ル

要入場整理券
（小学生以上）

１８：３０１８：００劇団ふるさときゃらばん那覇公演
ミュージカル「鬼ヶ島のへんな奴ら」

１３（日）

１４：００１３：３０１４（月）

前売　￥３，０００
当日　￥３，５００１９：００１８：３０「ラテン音楽にそよぐ沖縄の風」

平・ゆきコンサート２０（日）

全席指定￥４，０００
６歳未満の入場
はご遠慮下さい。

１９：００１８：３０新春寄席　桂　文珍
４７都道府県　全国独演会ツアー２３（水）

全席指定
Ｓ席￥４，０００（１階）
Ａ席￥３，０００（２階）

１４：００
１８：００

１３：３０
１７：３０冠二郎デビュー４０周年記念沖縄特別公演２４（木）

無料１２：３０１２：００チロリン幼児園　第２９回生活発表会２６（土）

前売　￥１，５００
当日　￥１，７００
高校生以下　￥７００

１７：００１６：３０沖縄男声合唱団第１４回演奏会２７（日）

￥１，０００１８：３０１８：００第１５回真和志地域新年祝賀会１１（金）
中
ホ
ー
ル

￥２，５００１４：００１３：００生年者合同祝賀会１２（土）

無料１０：００１０：００第３１回「くらしを見直す那覇市民バザール」２７（日）

※主催者の都合により内容を変更することもありますので、お問い合わせください。

1月
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入場料開演開場催　　　　　物日
小人　￥１，５００
大人　￥２，０００
（当日￥３００増）
親子券￥３，０００

１９：００１８：３０劇団たんぽぽ新春公演
「１００万回生きた猫」１２（土）

無料１４：００１３：００なちゅらるミュージックピアノ教室
新春コンサート１３（日）

無料
１０：３０
１４：００
１８：３０

１０：００
１３：３０
１８：００

第１３回カトレア音楽院発表会１４（月）

無料１８：００１７：３０平成１９年度
那覇市交通安全ポスター・作文表彰式１６（水）

前売　￥１，５００１８：３０１８：００混声合唱団ムジカ・ビーバ演奏会１９（土）

一般　￥１，２００
（当日￥３００増）
小中高生￥５００
シニア￥１，０００
学割　￥１，０００

１３：００
１６：００
１９：００

１２：３０
１５：３０
１８：３０

映画センター名画劇場「新・あつい壁」２０（日）

無料１３：３０
１８：００

１３：００
１７：３０平和勝次ショー２３（水）

官製ハガキ又は
Ｅメールにて申込
（１月１１日必着）

１８：３０１８：００映画「不都合な真実」上映会２４（木）

無料
１３：００
１４：３０
１７：３０

１２：３０
１４：００
１７：００

カワイ音楽発表会２６（土）

無料１３：００１２：００第２９回那覇市生涯学習フェスティバル２７（日）

無料１８：３０１８：００沖縄県危機管理フォーラム３０（水）

※主催者の都合により内容を変更することもありますので、お問い合わせください。

1月


