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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。

３日（月）　�平成２０年度市県民税申告受付（～１７日（月）　市民会館中ホール　市民税課）
１８日（火）　�現代沖縄陶工展　島袋常秀（～３０日（日）　壺屋焼物博物３階企画展示室　壺屋焼物博物館）
★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。
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科
◎◎△◎◎◎△◎◎◎◎○月
◎◎△○－◎◎◎◎◎◎○火
◎◎△△◎◎△－◎◎○○水
◎◎◎○△◎◎◎◎◎◎○木
◎◎△△◎◎◎◎◎◎◎○金
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内　児童扶養手当法の一部改正により
手当の減額措置が平成20年4月からス
タートします。対象者は、原則受給開始
から5年を経過した方です。ただし関係
書類を提出した場合には適用除外が
受けられます。今回の対象者へ関係書
類を郵送いたしますので、期間内に提
出してください。
問　子育て応援課（�861－6951）
 
対　①個人で市内に1年以上住む20歳
以上の方②市税の滞納のない方③本
市場で専業する方④商品の安定供給
ができる方　申　3月3日（月）～7日（金）
9時～16時　※詳しくは担当課までお
問い合わせください。　問　労働農水課
（�951－3209）

 

【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3日（月）～【申込期間】4月1日（火）
～30日（水）平日10時～17時まで
※応募資格や募集人数など詳しくは
お問い合わせください。
問　（財）那覇市育英会（�832－0556）

 

内　首里当蔵町にある国指定文化財
「伊江殿内庭園」を整備し公開するた
め、戦前の庭の様子がわかる写真を探
しています。庭の写真をお持ちの方は
ご連絡ください。　問　文化財課（�891－
3501）

 

内　平成20年4月から、久茂地図書館、
首里図書館、繁多川図書館の定期休
館日が金曜日に変わります。また、市
立図書館全館の館内整理日（休館）が、
第3水曜日に変わります。

児童扶養手当を受けている皆様へ

公設市場の空き小間募集

平成２０年度（財）那覇市育英会
貸与生募集について

「伊江殿内庭園」に関する写真を探
　しています。

久茂地・首里・繁多川図書館の定期
休館日が変わります ！

問　久茂地図書館（�891－3450）　首
里図書館（�891－3452）　繁多川図書
館（�891－3455）

 

内　市の観光宣言及び公式行事への
参加、各都市との親善交流をはかる使
節として、健康で明るい教養豊かな女
性を募集します【募集期間】3月3日
（月）～4月7日（月）　※詳しくはお問い
合わせください。　問　（社）那覇市観光
協会（�862－1442）

 

内　平成20年度市民税・県民税兼国民
保険税の申告を市民会館で3月17日
（月）まで受付します。【受付時間】8時
半～17時※平日のみですが、3月16日
（日）は受付します。※詳しくは担当課
まで　問　市民税課（�861－3328）

 

【加入期間】平成20年4月1日～平成21
年3月31日【加入資格】①市内に在住
し住民登録、外国人登録をされている
方②上記①の被扶養者で就学のため
他地域（日本国内）に居住されている
方【加入方法】各金融機関および市役
所本庁、各支所で申込書を記入のうえ、
お近くの銀行などで申込みをしてくだ
さい。※詳しくは担当課まで　問　市民
協働推進課（�862－9955）

 

内　市では、家庭で取り組める温暖化
対策を紹介した「省エネエコライフ（カ
レンダー）」を本庁舎、新都心銘苅庁舎、
三支所及び公民館、図書館などで配
布しています。今回は、エコ宣言応募
はがきもついています。※詳しくは担当
課まで　問　ゼロエミッション推進室（�
951－3392）
 
内　土地の境界問題について、土地家
屋調査士と弁護士が協働して、アドバ
イスや、紛争を簡易・迅速に解決する
支援を行います。【受付】毎週水曜日
10時～16時　場・問　おきなわ境界問題
相談センター※沖縄県土地家屋調査
士会内（�836－6767）

 

内　平成20年度昼食時における市役所
本庁舎敷地内及び銘苅庁舎1階ピロ
ティーでの弁当販売割り当て場所の申
込み抽選を下記の日程で行います。　
【申込受付期間】3月3日（月）～13日
（木）　【受付場所】管財課（本庁4階）　
【抽選日時】3月14日（金）15時【抽選場
所】本庁4階入札室【参加資格】①食品
衛生法により許可を受けている方②市
内に事業所があり、かつ居住している
方③法人の場合は、市内に事業所が

第３３回　那覇観光キャンペーン
レディを募集します ！

平成２０年度　市民税・県民税兼国
民健康保険税」の申告について

「交通災害共済」に家族そろって加
入しましょう ！　お一人様５００円の掛
け金で見舞金最高１００万円

「省エネエコライフ（カレンダー）」　
を発行します

土地の境界問題でお困りの方へ

弁当販売の割り当て場所申込み抽
選について

� � � �

牧志公設市場小間

部　　門

衣料部（呉服、衣料品など）

雑貨部（日用雑貨など）

第一牧志公設市場小間

部　　門

食品店及び日用食材販売

１　定期休館日の変更
休館日の変更
（旧）月曜日

　▼
（新）金曜日

久茂地図書館
首里図書館
繁多川図書館
※他館は今までどおり月曜日休館です。
２　館内整理日（休館）の変更

休館日の変更
（旧）第４木曜日

　▼
（新）第３水曜日

全　館
（繁多川図書館以外）

第３水曜日繁多川図書館

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

 

入場料開演開場催　　　　　物日

￥１，０００１２：００１１：３０第１６回　あけもどろ総合文化祭
沖縄手部会「第２回伝統空手古武術演武会」

１（土）
￥１，０００１４：３０

１８：３０
１４：００
１８：００

第１６回　あけもどろ総合文化祭　ハワイアンカルチャー部会
「ハワイアン　～ハワイの風をあなたに～」

￥１，０００１４：００１３：３０第１６回　あけもどろ総合文化祭
生活文化部会「装・美・礼を求めて」２（日）

￥３００１９：００１８：３０吹奏楽合同演奏会３（月）
一　般　￥１，２００（￥当日１，５００）
学　割　￥１，０００（￥当日１，２００）
シニア　￥１，０００

（前売・当日共に）

１２：００
１５：００
１９：００

１１：３０
１４：３０
１８：３０

映画センター名画劇場　vol．２２『Sicko シッコ』５（水）

￥１，０００１８：３０１８：００第１６回　あけもどろ総合文化祭　能楽部会「能楽の宴」６（木）
￥１，５００１８：３０１７：３０第１６回　あけもどろ総合文化祭　民謡部会「島唄に情込めて」７（金）

一般 ￥２，０００
大学生以下 ￥１，０００
（当日各　￥３００増し）

１９：００１８：３０エミュ木管五重奏団演奏会 vol．１１８（土）

前売・当日共に
 ２，０００１５：００１４：００チャリティーコンサート９（日）

一般 ￥２，０００
高校生以下 ￥１，０００
（当日各　￥５００増し）

１９：００１８：３０二胡・中国琵琶　デュオコンサート
シルクロード　悠久のひびき１０（月）

無料１４：００１３：３０学校法人フジ学園グループ平成１９年度卒業式１２（水）

¥１，５００１８：００１７：３０第１６回　あけもどろ総合文化祭
新舞踊部会「華やぐ　舞こごろ」１４（金）

前売・当日共に
一般　￥１，０００
学生　￥　５００

１９：００１８：３０２００７年度
武蔵野音楽大学県出身卒業生による新人演奏会１５（土）

前売・当日共に
￥８００１９：００１８：３０第１８回　木管アンサンブルの夕べ１６（日）

無料１３：３０１３：００高齢者のためのボランティア講演会１９（水）
当日　￥２００１９：００１８：３０第１０回　首里東高等学校合唱部定期演奏会２０（木）
前売　￥　８００
当日　￥１，０００１９：００１８：３０第１４回　弦楽アンサンブルの夕べ２１（金）

前売・当日共に
￥５００１８：３０１８：００沖縄尚学高等学校第4回定期演奏会２２（土）

前売・当日共に
￥３００１９：００１８：３０首里高等学校合唱部第４２回定期演奏会２３（日）

前売・当日共に
￥３００１７：３０１７：００金城小学校合唱部演奏会２６（水）

前売・当日共に
￥３００１９：００安岡中学校吹奏楽演奏会２８（金）

前売・当日共に
大人　￥９９０
子供　￥５００

１８：３０１８：００第５回　受賞者によるコンサート２９（土）

無料１３：００１２：３０いしかわピアノ教室ピアノ発表会３０（日）
￥３００１８：３０１８：００那覇中学校吹奏楽部演奏会３１（月）

※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。

3月
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入場料開演開場催　　　　　物日

￥１，０００１８：００１７：３０第１６回　あけもどろ総合文化祭
「古典芸能公演」古典芸能部会１（土）

大
ホ
ー
ル

無料１３：３０１３：００沖縄県学力向上フォーラム２（日）

￥７００　自由席
１０：００
１２：２０
１４：３０

９：３０アニメ映画　スーパーマリオ他８（土）

￥１，０００１８：００１７：３０第１６回　あけもどろ総合文化祭
「親廻るの足跡を辿る（離島編）」八重山芸能部会９（日）

一般￥１，０００１８：００１７：００南風原高等学校
郷土文化コース・郷土芸能部公演１５（土）

￥１，０００１６：００１５：３０第１６回　あけもどろ総合文化祭
「大正琴の調べ」　大正琴部会２０（木）

全席自由　￥３，５００
民音会員　￥３，０００

１４：００
１８：３０

１３：３０
１８：００沖縄燦々２２（土）

大人：￥６００
学生：￥４００１８：３０１８：００第３９回那覇高等学校吹奏楽部定期演奏会２６（水）

￥３００１８：３０１８：００第２８回小禄高等学校吹奏楽部定期演奏会２７（木）
￥３００１８：００１７：３０第１９回上山中学校吹奏楽部定期演奏会　２８（金）
￥３００１８：３０１８：００第４３回首里高校吹奏楽部定期演奏会２９（土）

￥２，０００１８：３０１８：００第１６回　あけもどろ総合文化祭
「社交ダンスの夕べ」　社交ダンス部会２（日）中

ホ
ー
ル

８：３０８：３０市民税申告３（月）～
７（金）

８：３０８：３０市民税申告１０（月）～
１７（月）

※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。

3月

本紙2月号7面に掲載された子育て応援課の電話番号は『861-6951』の誤りでした。8面ニュースダイジェストNAHAに
掲載された『上江洲翔太郎さん』は、正しくは『上江洌尚太郎さん』でした。訂正しお詫び申し上げます。また、1月に配付し
た『那覇市市民便利帳』の1ページに掲載している那覇市歌の楽譜内に、誤りがありました。重ねてお詫び申し上げます。

お
詫
び

と
訂
正


