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日　11月9日（日）　【対象】環境に関する
取り組みや環境に配慮した製品の紹
介などを行う事業者（団体）　【申込期
限】9月5日（金）17時まで※詳しくは下
記までお問い合わせください。　問　環境
政策課（�951-3231　�951-3230）
 
内　11月16日執行の那覇市長及び那
覇市議会議員補欠選挙の立候補予定
者に対する立候補事務手続きなどの
説明会を行います。　日　9月25日（木）
13時半～　場　銘苅庁舎2階ＩＴ会議
室　問　選挙管理委員会（�951-3215）

 

内　市では障害者福祉センターの指定
管理者を広く募集します。　【指定管理
の内容】障害者福祉センターの事業運
営（地域活動支援センターⅡ型事業、
障害者に関する各種の相談事業など）
および施設管理　【指定期間】平成21
年4月1日～26年3月31日（5年間）　【応
募資格】市内の法人　【募集要項配布】
9月1日（月）～【受付期間】9月1日（月）
～10月1日（水）【説明会】9月17日（水）
問　障害福祉課（�862-3275）

 

内　市では、老人福祉センターおよび児
童館の指定管理者を募集します。募集
の詳細につきましては、市のホーム
ページか公報をご覧ください。【公募予
定施設】　①那覇市小禄老人福祉セン
ター、児童館②那覇市識名老人福祉
センター、児童館③那覇市壺川老人福
祉センター④那覇市末吉老人福祉セン
ター⑤那覇市辻老人憩の家　問　ちゃー
がんじゅう課（�862-9010）、子育て応
援課（�861-6951）

 

内　廃　FRP　船リサイクル処理の申込受
付を行っています。10月14日（火）まで
※詳しくは下記までお問い合わせくだ
さい。　問　FRP　船リサイクルセンター（�
03-3567-6929、メールアドレス：www．
marine-jbia.or.jp）

 

内　市では、市営住宅建替事業により
創出する活用用地の売却について、
下記の土地の活用事業者を公募提案
方式で募集します。詳しくは市ホーム
ページをご覧ください。【対象土地】久

「2008那覇市環境フェア」に出展
する事業者（団体）を募集します！

立候補事務手続きなどの説明会

那覇市障害者福祉センターの指定
管理者を募集します

那覇市老人福祉センター及び児童
館の指定管理者を募集します。

平成20年度廃FRP（ガラス繊維強
化プラスチック）船リサイクル処理
の申込み受付のお知らせ

市営住宅活用用地活用事業者を
募集します！

場川市営住宅活用用地4，799．16㎡
問　建設企画課（�951-3235）
 

対　市に事業所を有し、業歴が6か月以
上（特別小口は1年以上）の小規模事
業者　申　平成21年3月31日まで　問　商
工振興課（�951-3212）、那覇商工会
議所（�868-3758）
 

日　9月6日（土）、7日（日）15時～21時
場　新都心公園大原っぱ（県立博物館
となり）※ご来場の際は、バス・タクシー、
モノレールをご利用ください。　費　無料
問　総合青少年課（�832-7868）
 
日　9月13日（土）13時半～17時半
場　新都心公園　内　消防車やU-PITS
（救急ヘリ）の展示、消防スタンプラリー、
無料健康相談、ＡＥＤの展示、その他
問　消防本部救急課（�867-1199）

平成20年度那覇市小口資金融資受付中

����

那覇市救急・防災フェア

 

 
【募集資格】保育士資格を有する方
【勤務日】月～金曜日まで（週5日勤
務）7時半～18時半までのうち8時間勤
務　【賃金】日額6，670円　【募集人数】若
干名　【募集期間】9月1日（月）～29日
（月）　【募集方法】担当課に備え付け
の申込書を提出してください。　問　こど
もみらい課（�861-6903）

（1）男性の心とからだセミナー「良いこ
と探しでストレスフリーに」～解決志向
のやり方～
【講師】長田清（精神科医）　日　9月10日
（水）19時～20時半　場　なは女性セン
ター第2学習室　対　関心のある方　
定　50名　費　無料
（2）「お父さんだって子育てしたい！
　～こうしてパパは、育休をとった～」

【講師】山田正人（経済産業研究所総
務副ディレクター）　日　9月27日（土）14
時～16時　場　なは女性センター第2学
習室　対　子育て中のパパ、関心のある
方　定　50名　費　無料
※（1）（2）とも一時保育、手話通訳を希
望する方は講座開始日の3日前までに
お申込みください。　

■9月2日（火）～7日（日）▼第9回　仲
松清隆の世界展「模索の時代・古格シ
リーズ・あがたぬくがた展」／絵画／第
1、2展示室▼第2回画布の会　展／絵
画・版画／第3展示室
■9月9日（火）～14日（日）　▼春秋会
展／絵画・写真・書／第1、2展示室▼
平成探険隊10周年写真展／写真／
第3展示室
■9月16日（火）～21日（日）▼第34回
沖縄女流美術展／絵画／第1、2展示
室▼Visions of Japan／写真／第3
展示室
■9月23日（火）～28日（日）　▼第19回
全琉秀作写真選抜展／写真／全室
■9月30日（火）～10月5日（日）▼松田
盛吉　絵画展／絵画／第1展示室▼武
井好之展「更生保護」誌表紙原画と美
ら海風景／絵画／第3展示室

� � �
臨時保育士の募集（10月1日採用）

「世界に1つ！心を込めた宝物」
神原幼稚園親子焼物展

日　9月4日（木）～10日（水）10時～18時
（入館は17時半まで）　場　3階企画展
示室　
「第2回チャリティ100人展」（飛躍人展）
日　9月16日（火）～21日（日）10時～18時
（入館は17時半まで）　場　3階企画展
示室　
壺屋焼物博物館ギャラリートーク　
日　9月21日（日）11時～　費　入館料が
必要※当日、博物館1階受付前に集合
（参加申込不要）

琉球芸能公演　
百花繚乱～琉舞の世界～

日　9月4日（木）、18日（木）、25日（木）
17時、19時　費　大人1,260円、他
Climax Entertainment ji ma ma in
てんぶす那覇
日　9月6日（土）19時　費　前売2,000円
Shoketta＆八木美恵子

～ジャズリサイタル～
日　9月7日（日）20時　費　2,500円
玉川大学芸術学部沖縄巡回公演
「ちゃんぷるーシアターvol．8」

日　9月11日（木）～13日（土）19時※13
日は14時、19時　費　前売：大人800円、
子ども500円※親子チケットあり
アーニーパイル国際劇場
上映作品「赤い大地の仲間たちーフマ
ニタス25年の歩みー」
内　監督：岡村淳、出演：佐々木治夫
日　9月16日（火）13時、15時、17時、19時
費　一般1,600円、各種割引あり
 

 

内　市では身体障害者手帳をお持ちで、
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
の助成があります。ただし、所得制限が
あります。また、件数に限りがありますの
で、詳しくは下記まで　問　障害福祉課
（�862-3275　�862-0621）

�����
身体障害者用自動車改造費助成
のお知らせ（追加募集）

那覇市民ギャラリー
（パレットくも じ６階）�　��������
開館時間：１０時～１９時／月曜休館

壺屋焼物博物館
�　��������　�　��������
　開館時間１０時～１８時
　（入館は１７時半まで）／月曜休館

ぶんかテンブス館
（てんぶす那覇４階）

�　��������　�　��������
開館時間 ９時～２２時／第２・５月曜、休館

テンブスホール 9月

なは女性センター
�　��������　�　��������
利用時間　月～金（９時～２１時）、
土曜日（９時～１７時）／日曜、祝日休館

特別小口資金
※個人事業所のみ一般小口資金

運転、設備、
運転設備

運転、設備、運
転設備、転業資金使途

７５０万円７５０万円限 度 額

運転（５年以内）
設備、運転設
備（７年以内）
（据置６月以内）

運転、転業（５
年以内） 、設備、
運転設備（７年
以内）　（据置６
月以内）

融資期間

２．４５％２．６５％年 利 率

０．６％

無担保
０．４５～１．４５％
有担保
０．３５～１．３５％

保 証 料

不　要

個人は必要に
応じて
法人について
は、代表者が
必ず連帯保証
人となります。

保 証 人

第16回なは青年祭「那覇が唄う　那

覇が踊る　 青年  達 の 島心 」
に～せ～ た～ しまぐくる
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