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１日（火）　�２００８年県産品奨励月間（～３１日（木）　商工振興課）
２日（水）　�第５８回「社会を明るくする運動」那覇保護区大会（１４：００～　パレット市民劇場）
★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　7月9日（水）、11日（金）、10時～17時
（全2日間）　場　市保健センター
内　地域での子育て支援の基礎を学び
ます。講義、演習あり　対　地域の子育
て支援に関心のある方、意欲的に関わ
りたい方　定　先着50名
費　無料　申　7月1日（火）～7日（月）
問　子育て応援課（�861-6951）

 

内　70歳から75歳未満の国保加入者の
方に対して交付されている高齢者受
給者証について、平成20年8月の更
新分から、運転免許証サイズのカード
様式で交付されます。なお、8月で更新
される高齢受給者証の一部負担金の
割合表示は、平成19年中の所得で判
定されます。※詳しくは担当課へお問
い合わせください。

 

内　7月から納付書による保険料徴収
（普通徴収）が始まります。今回納付書
が送られてくる方は4月1日から制度に
加入している方で、保険料が年金から
天引きされていない方です。※詳しく
は担当課までお問い合わせください。
（１）（２）の　問　国保・後期高齢医療課
（�862-4262）
 
内　児童扶養手当を受けている方は、
毎年8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
8月からH21年7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。現況届案内通知
文は7月中旬にご自宅宛に送付します。
※今年度は7月から事前相談も受け付
けします。必要書類を持参の上、お越
しください。　【受付場所】本庁2階14番
窓口　申　子育て応援課（�861-6951）

 

内　市内の子育て家族のお母さんやお
父さん方が、ゆとりを持ち、安心して子
育てができるように、保育サービスを提
供し支援する育児サポーターを養成す
る講座　日　7月15日（火）、16日（水）、17
日（木）、9時～17時※1日は、保育体験
実践あり　場　市総合福祉センター　対　自
宅で子供を預かり、または子どもの家
に出向いて保育を行いたいと考えて
いる方で、講習会の全日程に参加でき
る方　定　先着30名　費　無料※ただし、テ
キスト代、調理実習費などは、個人負担。
問　子育て応援課（�861-6951）

 

内　学校、団体、事業所などで、電気の

子育てサポーター養成セミナー受講
生募集

（1）国民健康保険高齢受給者証
がカード化されます。

（2）後期高齢者医療保険料納付
について

児童扶養手当現況届について

ファミリー・サポート・センター会員養成
「保育サービス講習会」受講生募集

エコチャレンジ温DOWN化なは参
加団体募集

使用量の削減（省エネ）に取り組んで
いただき、その削減量や取り組み内容
により、部門別に上位団体を選び、表
彰します。【取組期間】10月分（9月、10
月を含む1検針期間）【応募要件】①市
内の学校、団体、事務所など【応募部
門】①学校部門：小学校、中学校、高校、
大学、専門学校など②団体・事業所部
門：商店、コンビニエンスストア、事務所
など規模の大小問わず。【応募方法】
環境政策課にお申込みください。チャ
レンジ報告書とエコ生活のヒントになる
資料を送付します。（９月１２日（金）ま
で）　問　環境政策課（�951-3231）

 

内　「市民の力をつなげ、NPOが地域
づくりに参画する社会」をテーマに主に
那覇市において住み良いまちづくりを
推進する市民活動団体に対して助成
を行います。【市民提案・協働型まちづ
くり助成コース】50万円～300万円（年
間総額500万円）【受付期間】7月17日

（木）～8月29日（金）　【選考方法】書類
選考および公開プレゼンテーション
問　市民協働推進課（�861-3846）、市
NPO活動支援センター（�861-5024）

 

内　新庁舎建設にあたり、設計を行う際
の指針となる「那覇市新庁舎基本計
画」（案）についてみなさまのご意見を
募集します。　【資料の入手方法】市
ホームページ（市民意見提出制度）、新
庁舎建設室、本庁総合案内、市政情報
センター、銘苅庁舎市民サービスセン
ター、三支所【提出期間】7月22日（火）
～8月21日（木）※詳しくは担当課まで
　問　新庁舎建設室（�862-4260）
 
内　平成20年度に教育委員会が発行
する就学時健康診断通知書の有料広
告枠への掲載事業者を募集します。
【募集要領配付】市教育委員会学校教
育課へ直接取りに来るか、市ＨＰから
もダウンロードが可能です。　【受付期
間】7月14日（月）～31日（木）　問　学校
教育課（�891-3506）

 

内　「健康づくり協力店」とは市民の健
康づくりを支援するために、ヘルシーメ
ニューやヘルシーサービスの実施など
を行っている飲食店として市の認証を
受けた店舗のことで、認定されるとス
テッカー交付や市民の友、市ＨＰなど
で紹介していきます。　【申込期間】～7
月22日（火）【申請条件】外食産業向け
講習会を受講することや、上記の取り
組みを行っていること。※詳しくは担当
課までお問い合わせください。

 

内　管理栄養士による講話と試食

公益信託　那覇市NPO活動支援基
金2008年度助成団体を募集します！

新庁舎基本計画（案）へのご意見
を募集します！

広告枠への掲載事業者の募集

（1）「健康づくり協力店」認証のお
知らせ

（2）「外食産業向け講習会」参加
者募集
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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
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。
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
◎◎△○△◎◎◎◎◎◎○火
◎◎△△◎◎△－◎◎○○水
◎◎◎○△◎◎◎◎◎◎○木
◎◎△△◎◎◎◎◎◎◎○金
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入場料開演開場催　　　　　物日

前売　￥１，２００
（当日　￥１，５００）

全自由席
１４：００１３：３０ホスピス講演会６（日）

大
ホ
ー
ル

全席指定
￥６，０００１９：００１８：３０森山直太朗コンサートツアー２００８　「諸君!?」１１（金）

一般　￥１，０００
（当日　￥１，２００）

学生　￥　８００
（当日　￥１，０００）

１１：００１０：３０沖縄県合唱コンクール２０（日）

大学高校　￥５００
一般　￥１，０００

全席自由
１０：３０１０：００第４８回　沖縄県吹奏楽コンクール２４（木）

〃１０：００９：３０〃２５（金）

〃１０：００９：３０〃２６（土）

〃１０：００９：３０〃２７（日）

無料１０：００９：３０第９回　英語発表会　「私の大好きな沖縄」３１（木）

※主催者・催物の都合により変更することもあります。

7月

� � � �

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

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

��������	
��	���������

　月曜日または火曜日が「もやすごみ」の収集地域⇒来る水曜日に収集
　木・曜日または金曜日が「もやすごみ」の収集地域⇒来る日曜日に収集
　お問い合わせ　クリーン推進課　�889-3567　FAX888-1274
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入場料開演開場催　　　　　物日

無　料１４：１５１３：４５「第５８回社会を明るくする運動」
那覇保護区大会２（水）

前売　一般　￥２，０００
大学生以下　￥１，０００

（当日各￥３００増し）
１９：００１８：３０アコール金管五重奏団演奏会Vol.５４（金）

無　料１０：３０１０：００第９回子どもの教育を考える会 ＆
第６回読み聞かせ表彰５（土）

無　料１３：００１２：３０第１７回名城サウンドアカデミー発表会６（日）

無　料１８：３０１８：００なはのまちを考えるフォーラム８（火）
一般　￥１，２００
学生　￥１，０００

（当日各￥２００増し）
シニア　￥１，０００

（当日同じ）

１３：００
１５：３０
１９：００

１２：３０
１５：００
１８：３０

映画センター名画シネ・フォーラムVol.２４
「胡同の理髪師」１１（金）

前売　￥３，０００１９：００１８：３０コンサート「五人衆」パートⅡ１２（土）

無　料１３：００１２：３０ジュニアエレクトーンフェスティバル２００８１３（日）

無　料１８：３０１８：００セミナー１４（月）

無　料１４：００１３：３０平成２０年度「健康なは２１」推進市民大会１７（木）
子ども　￥１，５００
大　人　￥２，０００
４才以上有料

（前売のみ）全席自由席
１９：００１８：３０

平成20年度文化庁「舞台芸術の魅力発見事業」
人形劇大どろぼうホッツェンプロッツ
2008キジムナーフェスタ参加作品

１８（金）

無　料１４：００１３：３０沖縄から発信首里城オペラでまちづくりシンポ
ジウム「首里城野外オペラ」実現に向けて１９（土）

無　料

１３：３０
１６：３０

１３：００
１６：００２００８ヤマハ音楽教室エレクトーン発表会

２０（日）

１３：００
１６：３０

１２：３０
１６：００２１（月）

￥２，５００
（全席指定）１９：００１８：３０ＲＢＣスゴてれプレゼンツ伊禮俊一ライブ

～そこで生まれた僕のうた～２５（金）

￥５，２５０１３：００１２：３０ハチミツ・ローヤルゼリー蜂医学術セミナー２６（土）
前売　￥１，５００
当日　￥１，８００

※未就学児のご入
場はお断りさせて頂
きます 。ご了承下さい。

１７：３０１７：００文教エレクトーンジョイントコンサート２７（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。

7月


