
１５日（日）　�壺屋焼物博物館ギャラリートーク（１１：００　壺屋焼物博物館）
２８日（土）　�太鼓フェスティバル in なは創作エイサーコンテスト（１４：００　市民会館大ホール　文化振興課）
★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/

 
日　6月8日（日）　投票時間：7～20時
場　指定された投票所　対　昭和63年6
月9日（6月9日を含む）までに生まれた
方で、平成20年2月29日までに市に転
入届出をし、引き続き市に住んでいる
方。※期日前投票・不在者投票・郵便
投票・点字・代理投票などもあります。
問　市選挙管理委員会（�951-3215）
 
内　児童手当を受けている方は、毎年6
月中に所得及び児童の養育状況を確
認するため、現況届の提出が必要で
す。この届は、平成20年度（H20年6月～
H21年5月）に引き続き受給できるかを
決定する大事な届ですので、必ず提
出してください。※返信用封筒が同封
されている方は、郵送での提出をお薦め
します。【受付期間】6月5日（木）～30
日（月）場　本庁2階13番窓口　問　子育
て応援課（�867-0111　内2586 ）
 
内　市では、差押さえた市税滞納者の
財産をヤフー株式会社が提供する
Yahoo! オークションの公売システムで公
売を実施します。公売システムでの参
加申込みを5月30日13時から6月12日
17時まで受け付けます。公売財産の下
見会など詳しくは市ホームページをご覧
ください。問　納税課（�098-867-5936）

 

対　2007年3月までに完成したもので、
優れた都市景観の形成に著しく寄与し
ていると思われる建築物、工作物など
【公募期間】6月2日（月）～7月31日（木）
【応募用紙配布場所】本庁ロビー、都市
計画課（銘苅庁舎5階）、首里・小禄・真
和志の各支所※応募方法など詳しく
は、担当課へお問い合わせください。
問　都市デザイン室（�951-3246）
 
日　6月25日（水）18時～21時　場　消防本
部4階講堂　内　心肺蘇生法・AEDなど
【募集期間】6月16日（月）～20日（金）　
9時～16時　対　市在、在勤の方　定　先着
21名※3名以上の団体申込みは不可
問　消防本部救急課（�867-1199）

 

日　6月1日（日）9時～17時　場　サンエー
那覇メインプレイス2階オープンモール
内　利き水、アンケート、水道相談コー
ナー、水道パネル・ポスター展、水道ポ
スターコンクール表彰式、「那覇市のお
いしい水道水」ボトルドウォーターの無
料配布　費　無料　問　上下水道局総務
課（�941-7801）

 

内　6月1日は「人権擁護委員の日」です。
市では法務大臣から委嘱を受けた委

沖縄県議会議員選挙について

児童手当現況届について

那覇市インターネット公売のご案内

すてきな那覇見つけませんか？
「第15回　那覇の景観賞」公募

一般市民対象　普通救命講習会

第50回　水道週間
in　サンエー那覇メインプレイス

「人権擁護委員の日」　
人権相談について

員が、差別やいじめなど人権に関する相
談に応じます。　日　6月2日（月）10時～16
時　場　市役所本庁1階ロビー、首里支
所、小禄支所、識名老人福祉センター
問　市民生活相談室（�862-9955）
 
内　社協の地域福祉事業は、地域住民
の参加、協力のもとで実現しています。
その地域福祉の実現には、地域住民
や事業者からの会費・寄付金によって
支えられています。住民一人ひとりが
社協会員として、地域福祉活動の推進
にご協力ください。【募集期間】6月1日
（日）～7月31日（木）【対象】個別会員
1世帯100円　個人会員1口1000円　団
体会員5000円　法人会員1口10000円
問　市社会福祉協議会（�857-7766）

 

対　市内に所在し、ハーブの効能などに
関する知識があり、多くの市民が参加
できる事業を行う団体【対象となる事
業例】8月2日のハーブの日に企画する
イベントなど（ハーブに関する講演会や
講習会など）※詳しくは担当課まで
申　6月9日（月）～27日（金）　問　花とみど
り課（�951-3225　�951-3226）

 

内　那覇地方法務局では、下記の地域
で今年度、地図の作成作業を実施しま
す。【対象地域】楚辺二丁目、字古波蔵
長作原の一部
対象地域に土地を所有する方は、ご協
力をお願いします。①境界調査の際は
必ず立ち会ってください。②測量など
のため、所有地への立ち入りをご了承
ください。③事前に隣地の所有者と境
界をご確認ください。④境界杭や標識
は動かさないでください。⑤登記と実
際の住所、氏名が異なる方はご連絡く
ださい。　問　那覇地方法務局地図作成
現地事務所（�833-7751）

 

 
日　6月28日（土）14時～16時　場　市民
会館大ホール　内　創作エイサー団体に
よる競技　費　1000円（入場料）　問　文化
振興課（�855-5081）
 

 
対　①個人で本市内に1年以上住む満
20歳以上の方②市税の滞納のない方
③使用する小間で専業可能な方④商
品の安定供給ができる方【資料配布期

6月は社協会員加入促進月間です

ハーブに関する事業に補助金を
交付します

那覇地方法務局から地図作成に
あたっての協力依頼
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太鼓フェスティバル
in　なは　創作エイサーコンテスト
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公設市場の空き小間募集

��������	
��������������������� !"#$��������	
��

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
www.nch.naha.okinawa.jp/
�　��������（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

■外来診療日割表　※眼科は完全予約制です。
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���市民会館
入場料開演開場催　　　　　物日
一般　￥８００　

（当日￥１，０００）　
学生　￥５００　

（当日　￥７００）　

１１：００１０：３０沖縄県合唱祭１（日）

大
ホ
ー
ル

無　料
（要整理券）１９：００１８：００音楽の夕べ７（土）

一般　￥３，０００
中高　　￥５００
小学以下無料

１４：００
１８：００

１３：３０
１７：３０青木光一　コンサート１４（土）

￥５００
１０：００
１２：２０
１４：３０

　９：３０
チャリティー親子映写会
（長ぐつをはいたねこ　他）

１５（日）

一般　　　￥８００
高校生以下 ￥５００１８：３０１８：００那覇市民吹奏楽団「第10回演奏会」２１（土）

一般　￥１，０００
高校生以下無料１４：００１３：３０

太鼓フェスティバル
「創作エイサー　コンテスト」

２８（土）

￥５００（予定）１１：００１１：００おでかけライブ　in　沖縄２２（日）中
ホ
ー
ル

無料
（要整理券）１４：００１３：３０竹村健一氏　経済講演会２９（日）

※主催者・催物の都合により変更することもあります。お問い合わせは、主催者へ

6月
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入場料開演開場催　　　　　物日

無料１６：３０１５：３０黒島ピアノ教室発表会１（日）

一般 ￥１，５００
大学生以下

￥１，０００
１９：００１８：３０有泉絵美ヴァイオリンリサイタル７（土）

前売　￥１，５００
当日　￥１，８００

１８：００１７：３０
第８回　美空ひばりを歌う友の会
歌と踊りのチャリティーショー

８（日）

一般 ￥２，０００
高校生以下

￥１，０００
１９：００１８：３０

ネパールの都市環境問題解決のための
エデンプロジェクト支援チャリティーコンサート

１２（木）

￥５，０００
全席指定１９：００１８：３０佐野成宏テノールリサイタル１３（金）

前売・当日共に
￥５００１３：００１２：３０第３回　興南学園オーケストラ吹奏楽部発表会１４（土）

￥１，０００１８：３０１８：００
声楽サマーコンサート
　～炎のラストランナーによる～

２１（土）

当日　￥１，５００１４：００
１８：３０

１３：３０
１８：００海邦組踊シリーズ　第１８回　研究発表会２２（日）

当日　　￥６００
１０：００
１２：２０
１４：３０

９：３０
１２：００
１４：２０

アニメ映画会～「長ぐつをはいたねこ」「ドラえ
もんの交通安全」他～

２３（月）

前売 一般
￥３，０００ 

（シニア￥５００割引）
学生　￥１，５００
（当日￥５００増し）
※未就学児童は不可

１９：００１８：３０

山彦の会公演 音楽劇「母さん」
　～サトウハチローの詩と母のものがたり～

２６（木）

１９：００１８：３０２７（金）

１４：００１３：３０２８（土）

無料１６：００１５：３０第８回　心の夢コンサート２９（日）

※★は準備・リハーサルの日です。  主催者・催物の都合により変更することもあります。お問い合わせは、主催者へ

6月


