
　

１日（金）　�第１４回２００８夏祭りin那覇（～３日（日）　なはの街活性化室）
１７日（日）　�壺屋焼物博物館子ども向けギャラリートーク（１１時～　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/

 
内　屋上及び壁面の緑化を行う市民な
どに対し、工事への助成を行います。
【助成対象工事】市内の建築物及び工
作物①屋上緑化工事は緑化面積3㎡
以上、プランター類設置は合算面積1
㎡ 以上（深さ40㎝ 以上）②壁面緑化工
事は緑化面積3㎡ 以上　【助成金額】上
限50万円※工事の内容により、上限が
それぞれ決められています。詳しくは
担当課まで　申　随時受け付け。但し予
算に達し次第締切ます。　問　環境保全
課（�951-3229）

 

内　自動車事故を原因として「脳」「脊
髄」または「胸腹部臓器」を損傷し、重
度の後遺障害を持つため日常生活な
どについて「常時」または「随時」の介
護が必要となった方へ介護料を支給し
ます。※自動車損害賠償責任保険・共
済において認定された後遺障害等級
により、当機構の介護料受給資格が決
定します。【支給方法】認定を受けた方
に3か月分をまとめて支給します。※詳
しくは下記へお問い合わせください。

 

内　自動車事故が原因で保護者が死
亡したり、重度の後遺障害を残すことに
なったために、生活が困窮している家
庭の子どもへ義務教育修了までの間、
経済的な手助けを行う貸付制度です。
【貸付対象者】自動車事故により死亡
または重度の後遺障害が残った方の、
義務教育修了前の児童　【貸付金額】1
人につき最初155,000円、以後月額
20,000円、小学校・中学校入学時に入
学支度金44,000円　※無利子【貸付金
の返還】貸付期間終了後6か月または
1年の据え置き期間経過後　※詳しくは
下記までお問い合わせください。
（1）（2）　の　問　独立行政法人自動車事
故対策機構沖縄支所（�862-8667）

 

内　現行のアナログテレビ放送は、地上
デジタル放送への移行に伴い2011年7
月24日までに終了します。地上デジタ

那覇市屋上壁面緑化助成の案内

（1）自動車事故により重度後遺障
がいを残された方へ

（2）自動車事故で保護者が被害を
受けた方へ

地上デジタルテレビ完全移行のお
知らせ

ルテレビを視聴するには①地上デジタ
ルテレビ放送対応のテレビに買い換え
る②地上デジタルチューナーを買い足
す③地上デジタル放送対応済のケー
ブルテレビで視聴するなどの方法があ
ります。地上デジタルテレビ放送につ
いてのお問い合わせは下記までお願
いします。　問　受信相談：総務省地上
デジタルテレビジョン放送受信相談セ
ンター（�0570-07-0101）
 
内　平成21年4月1日からIT創造館の管
理を行う法人を次のとおり募集します。
【申請書及び募集要領配付期間】8月4
日（月）～9月5日（金）9時～17時【受付
期間】8月25日（月）～9月5日（金）9時
～17時　【提出方法】申請書のほか、必
要書類にデータ入力した電子媒体を
添えて、受付期間内に担当課まで持参
してください。郵送やFAXによる受付は
いたしません。※詳しくは担当課まで
問　商工振興課（�951-3212）

 

内　社会福祉に関する事業、企画、助成
を行っている法人や団体に対し、1団体
100万円を上限に助成します。　対　県内
の社会福祉活動を営むNPO法人なら
びに1年以上の事業実績を有する非営
利法人・団体【応募期限】8月31日（日）
申・問　福祉政策課（�862-9002）琉球
銀行地域貢献室（�860-3787）
 
内　市では、公共工事などで発見され
た無縁遺骨、身元不明の行旅死亡人、
引取人のいない死亡者の遺骨を無縁
遺骨仮安置所で安置し、毎年遺族に
代わって慰霊祭を執り行っています。
今年は次の日程で行います。　日　8月6
日（水）15時～　場　市無縁遺骨仮安置
所前（識名霊園内）　問　環境保全課（�
951-3229）

 

【申請期間】9月1日（月）～5日（金）　
【対象者】漁業法第86条の規定により、
沖縄海区漁業調整委員会の委員の選
挙権を有する者　【申請方法】登載申請
書を各漁業協同組合などを通じ、また
は直接市選管へ提出　問　選挙管理委
員会（�951-3215　�951-3216）

 

 

日　①8月30日（土）18時～、②31日（日）

IT創造館の指定管理者の公募案内

源河朝明記念那覇市社会福祉基
金（あけもどろ基金）募集（第11回）

那覇市無縁遺骨仮安置所慰霊祭

「沖縄海区漁業調整委員会委員選
挙人名簿」への登載申請について
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現代版組踊「燃ゆる首里城　龍の球
伝説と未来からの使者」
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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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地方独立行政法人　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

￥１，９００１３：３０１３：００第２５回　バレエ発表会
３（日）大

ホ
ー
ル

￥２，５００１８：００１７：３０
第４回　自主講演　創作バレエ
「宇宙・生命の誕生」

￥１，０００１８：００１７：００
燃ゆる首里城

３０（土）

￥１，０００１４：００１３：００３１（日）

￥　５００１１：００１１：００おでかけライブ　in　沖縄３（日）

中
ホ
ー
ル
※主催者・催物の都合により変更することもあります。

8月
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公益信託那覇市NPO活動支援基金
平成１９年度決算公告

１．事業概要
パパママクラブ他計８団体に対し、
総額２８０万円の助成金支給事業を
行った。
２．財産目録（平成２０年３月３１日現在）
　資産合計 ４７，８８６，９７１円
　負債合計 ０円
　正味信託財産 ４７，８８６，９７１円
東京都千代田区丸の内１丁目４番５号
公益信託那覇市NPO活動支援基金
受託者　三菱UFJ信託銀行株式会社
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入場料開演開場催　　　　　物日

一般　￥２，０００
高校生以下￥１，５００
（当日￥５００増し）

１８：００１７：３０
後援会結成５周年記念コンサート
「Wieh all sails set～帆をあげて～」

２（土）

一般　￥２，０００
高校生以下￥１，０００
（当日￥３００増し）

１４：３０１４：００「ホルニッシモ」ホルンコンサート３（日）

整理券（要問合せ）
※整理券をお持
ちでない方はご
入場できません。

１３：３０
１６：３０

１３：００
１６：００

ビューティーモードカレッジ
第３回卒業制作発表会

１０（日）

大人　￥２，５００
高校生以下￥１，５００
（当日￥３００増し）

１９：００１８：３０
SUNSEED PRESENTS Vol.2
「石川和男・屋嘉比芝光ピアノデュオコンサート」

１６（土）

前売・当日共に
一般　￥１，８００
高校生以下￥１，０００

１４：００１３：３０大城　衝　テューバコンサート１７（日）

一般　￥２，５００
学生　￥１，５００１９：００１８：３０藍の会　第１１回　定期コンサート２０（水）

無料１０：２０９：３０第２４回ピアノ検定２３（土）

一般　￥１，５００
学生　￥１，０００
（全席自由）

１４：３０１４：００
《１２人のチェリストによる》
ＣＥＬＬＩＳＳＩＭＯ Ⅳ　～チェリッシモⅣ～

２４（日）

前売　￥２，５００
当日　￥２，９００１８：００１７：３０ジュゼッぺ・アンダローロ　ピアノリサイタル２７（水）

前売・当日共に
大人　￥１，５００
小人　￥１，０００

１９：００１８：３０
リウボウグループ創業６０周年記念
～大古　誠司講演会～

２８（木）

前売￥１，５００
当日￥１，８００１８：３０１３：００

沖縄県ＩＭモードファッションデザインコンクール
＆ファッションショー

３０（土）

無料１４：００１３：００ジュニアストゥリングコンサート３１（日）

※主催者・催物の都合により変更することもあります。

8月

第１４回２００８夏祭り in 那覇 一万人のエイサー踊り隊
【エイサーあしびなー】　8月1日（金）19時～20時半　パレットくもじ前広場
【前日祭】　①8月2日（土）16時～17時半　パレットくもじ前広場
　　　　　②18時～19時　ぶんかテンブス館前広場
【前夜祭】　8月2日（土）19時～20時半　パレットくもじ前広場
【エイサーパレード】　8月3日（日）15時～19時　国際通り全域・パレットくもじ前広場

お問い合せ　夏祭り in 那覇実行委員会事務局（�863-2755）


