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内　首里支所は現在龍潭線の道路拡
幅計画により、平成22年末までに久場
川市営住宅敷地内への移転予定で、
整備を進めています。そこで、首里支
所建設（移転）整備についてみなさま
のご意見を募集します。【資料入手方
法】市HP、本庁総合案内、市民課、三
支所、銘苅庁舎市民サービスセンター
【提出期間】4月1日（火）～30日（水）※
詳しくは担当課まで　問　市民課（�862-
3274）
 
内　4月から後期高齢者医療制度が開
始されることにともない、老人医療の担
当窓口が本庁5階医療制度改革推進
課から本庁1階国保・後期高齢医療課
に変わりましたのでお知らせします。
問　国保・後期高齢医療課（�862-4262）
 
内　平成20年度から特定健診・特定保
健指導が始まります。※詳しくは本庁5
階の特定健診課まで　問　特定健診課
（�862-0564）
 
内　市では、平成20年度から看護師や
保育士などの資格取得のため、2年以
上養成機関などで修業する場合に、修
業期間の最後の3分の1の期間につい
て、月額10万3千円（12か月を上限）が
給付される事業を始めます。※対象資
格や要件など、詳しくは担当課までお
問い合わせください。　申　・　問　子育て
応援課（�861-6951）

 

内　市では障害者手帳をお持ちで、自
動車の運転免許を取得しようとしてい
る方、自動車を改造しなければ自分で
運転できない方に対し、10万円以内で
費用の援助があります。但し、所得制
限や、対応件数に限りがあります。詳し
くは、担当課までお問い合わせください。
申　4月1日（火）～5月30日（金）　問　障
害福祉課（�862-3275　�862-0621）
 
内　集団で遊ぶ楽しさを体験しながら、
日常生活における基本的生活習慣お
よび集団生活への適応の指導を行い
ます。　対　市内在住で幼稚園、小学校
および盲学校、ろう学校、養護学校の
小学部に就学している障がいをもつ児

首里支所建設（移転）整備につい
てご意見を募集します

老人医療の担当窓口が変わります

国保に加入されているみなさまへ

高等技術訓練促進費事業について

障害者自動車運転免許取得助成・身体
障害者用自動車改造費助成について

学齢児募集について

童　定　1日12名　※申し込み多数の場
合は療育センターで抽選を行い決定し
ます。　申　4月11日（金）まで随時受け
付け。※詳しくはお問い合わせください。
問　市療育センター（�858-5206）
 
日　4月23日（水）18時～21時　場　消防
本部4階講堂　内　心肺蘇生法・除細
動・止血法　対　市在住・在勤・在学の
方　定　21名（先着順）　【募集期間】4月
14日（月）～18日（金）　【受付時間】9時
～16時　申　・　問　消防本部救急課（�
867-1199）

 

※3月7日時点での空き展示室状況で
す。※使用料および展示室の広さなど
詳しくは、市民ギャラリーまでお問い合
わせください。
問　那覇市民ギャラリー（�867-7663）

 

【受付期間】
�インターネットは、5月7日（水）9時～
24時間受付（http://www.lmo.go.jp）
�窓口での応募は、5月7日（水）～20
日（火）、6月2日（月）～6日（金）、7月以
降も毎月上旬の5日間受け付け
【応募方法】インターネットか駐留軍等
労働者労務管理機構の窓口で申し込
んでください。用紙は4月1日から窓口

消防本部　普通救命講習会

市民ギャラリー空き展示室利用者
募集中！！

平成20年度駐留軍等労働者の事
前募集を行います。
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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。
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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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内　

科
◎◎△◎◎◎△◎◎◎◎○月
◎◎△○－◎◎◎◎◎◎○火
◎◎△△◎◎△－◎◎○○水
◎◎◎○△◎◎◎◎◎◎○木
◎◎△△◎◎◎◎◎◎◎○金
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展示室日　付

第３展示室６月１７日～６月２２日

第２展示室７月１日～７月６日

第２展示室７月２９日～８月３日

第２展示室
第３展示室

８月１２日～８月１７日

第３展示室８月１９日～８月２４日

「市民便利帳2008年版」掲載誤り
のお詫びと訂正
みなさまに配布しております「市民
便利帳2008年版」の内容に誤りがあ
りました。102ページ「母子・寡婦福祉
資金の貸付」の子育て応援課の電
話番号は、正しくは861-6951です。
訂正しお詫び申し上げます。

2008　波の上ビーチ海開き
日　時 平成20年4月6日（日）
 10：00～12：00
場　所 波の上ビーチ　若狭側
主　催 社団法人那覇市観光協会
共　催 那覇市
イベントスケジュール
10：00 オープニング
10：20 初泳ぎ
10：30 ビーチ宝探し
10：40 うなぎつかみ
11：00 ビーチフラッグス

那覇市観光案内所　�868-4887
お車でお越しの際は、近くの有料駐
車場をご利用ください。

３日（木）　�第７回２００８年壺屋でシーサーの日！　協働のまちづくりin壺屋（壺屋近辺　壺屋焼物博物館）
６日（日）　�２００８　波の上ビーチ海開き（１０時～　波の上ビーチ　那覇市観光案内所）
★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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入場料開演開場催　　　　　物日

前売　￥１，７００
当日　￥１，９００１７：３０１６：４５第７回那覇シティバレエスクール発表会６（日）

大
ホ
ー
ル

全席指定席
￥５，２５０

（未就学児の入場は不可）
１８：００１７：３０

秋川雅史　コンサートツアー’ ０８
～千の風になって～

１２（土）

全席自由席
前売　￥３，５００
（当日５００円増し）

１４：００
１８：３０

１３：００
１７：３０

沖縄タイムス芸術選賞
琉球史劇　「大新城忠勇伝」
現代歌劇　「愛の雨傘」

１９（土）

￥１，９００１７：００１６：３０高良幸子バレエ団・研究所　第３２回発表会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。

4月

「第7回　2008年壺屋でシーサの日！　協働のまちづくり in 壺屋」
壺屋まーい
４月３日（木）①１１時　②１４時
集　合：壺屋焼物博物館
　　　※申込は不要です。

やちむんシーサー体験教室
４月６日（日）①１０時～　②１４時～
会　場：壺屋焼物博物館
費　用：１，５００円
申込先：８６１－４２５２（國場陶芸）

壺屋でシーサーの日!
　　　オープニング式典
４月３日（木）１０時
会　場：壺屋焼物博物館
　　　　ニシヌメー広場
　壺屋シーサー太鼓披露
壺屋焼の割引販売
４月３日（木）
壺屋のシーサー陶工展
４月３日（木）～２０日（日）
会　場：壺屋焼物博物館

他にもいろいろなイベントがあります！
お問い合わせ　壺屋焼物博物館　�８６２－３７６１
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入場料開演開場催　　　　　物日

大人　￥２，５００
学生　￥１，５００
（当日￥３００増し）

１９：００１８：３０
第１０回城間正テノールリサイタル
スペイン歌曲の夕べ

４（金）

前売　￥１，０００
当日　￥１，５００１８：００１７：００宮古を踊りなつめろを歌い新舞踊を舞う５（土）

前売・当日共に
￥８００１４：００１３：３０Percussion Ensemble 2008 in Okinawa６（日）

前売　￥３，０００
（当日￥３００増し）
学生　￥２，５００

１９：００１８：３０兼島　麗子とその仲間達　～春に歌う～１１（金）

前売　￥２，０００
当日　￥２，５００１８：００１７：３０

湛水流伝統保存会第２２回定期演奏会
～惣慶　剛　顕彰～

１２（土）

大人　￥１，９９９
学生　￥１，０００１９：００１８：３０

楽しい音楽会その二
～あのとき、あのころ歌った唱歌・童謡～

１９（土）

無料１３：００１２：３０ピアノ発表会２０（日）

一般　￥１，２００
学割　￥１，０００
（当日２００増し）
シニア　￥１，０００

１３：００
１５：３０
１９：００

１２：３０
１５：００
１８：３０

映画センター名画劇場シネフォーラム
VOL.23「赤い鯨と白い蛇」

２５（金）

前売　￥３，０００
当日　￥３，５００
（全席指定）

１８：００１７：３０大喜利猿「食」２６（土）

￥５００１９：００１８：３０
第２回樹音の会ヴァイオリン発表会
～岡田光樹とジュニア門下生のつどい～

２７（日）

前売・当日共に
￥１，５００１９：００１８：００

琉球の宝・古代ロマンを歌う
海勢頭　豊　４．２８コンサート

２８（月）

無料１８：３０１８：００憲法タウンミーティング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。

4月


