
主なエネルギー使用量と温室効果ガス排出量
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６日（土）　�第１６回なは青年祭（～７日（日）　新都心公園大原っぱ　総合青少年課）
１３日（土）　�那覇市救急・防災フェア（１３時半～　新都心公園大原っぱ　救急課）
★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/
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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

一律　￥２，０００１８：３０１８：００第１１回　尚志会芸能祭７（日）

大
ホ
ー
ル

前売り　￥３，０００
当　日　￥３，５００

１３：００
１７：００

１２：００
１６：００

劇団　でいご座　仲田幸子一行
敬老の日公演　

１４（日）

一律　￥１，９００１７：００１６：３０緑間バレースタジオ　第２回　発表会２１（日）

一律　￥１，５００１８：００１７：３０第７回　琉球民謡音楽協会　芸能祭２７（土）

中
ホ
ー
ル

￥５００１１：００１１：００おでかけライブ in 沖縄２８（日）

※主催者・催物の都合により変更することもあります。

9月

 
内　9月は「市長へ手紙を出す月間」で
す。この機会に市長へ手紙を出してみ
ませんか。
【提出方法】9月1日（月）～30日（火）ま
でに、①手紙またはハガキに住所と氏
名を記入し、表に「市長への手紙」と朱
書きし郵送②市ホームページの「イン
ターネット相談窓口」の相談タイトル欄
でタイトルの次に「市長への手紙」とし
て住所と氏名を記入　【回答方法】文
書で回答　【あて先】〒900-8585 那覇
市泉崎1-1-1那覇市市民協働推進課気
付　那覇市長　翁長雄志　問　市民協働
推進課（�862-9955　�861-3769）
親子ふれあい講座第2弾

 

日　10月19日（日）10時～15時　場　小禄
南公民館がじゅまる広場・中研修室・
実習室　　内　ロープワーク、テントの張り
方、ダッチオーブンでの調理　【講師】
ボーイスカウト那覇1団　対　市内小学校
4年生～中学生の親子（1組につき親
子1人ずつ）　定　15組　費　無料（ただし
保険料・材料費2000円の自己負担あ
り）　申　9月8日（月）～12日（金）9時～
17時　自己負担金を持参の上直接お
申込みください。　問　小禄南公民館
（�891-3444　�858-0220）

市長へ手紙を出してみませんか

「親子で遊ぼう ！ ～野外活動のプロ
フェッショナルが君たちに技（わざ）
を伝授します～」

 

日　10月18日（土）～12月13日（土）全8
回【募集期間】9月1日（月）～30日（火）
場　なは商人塾、壺屋焼物博物館など。
内　那覇市の歴史や文化などの講座を
受け、街角ガイドを養成します。　対　養
成講座を全日程受講できる18歳以上
の方　定　30名　費　無料　問　社団法人
那覇市観光協会（�862-1442）
 
日　9月20日（土）9時～18時【募集期間】
9月8日（月）9時～　場　消防本部4階講
堂　内　心肺蘇生法、ＡＥＤ、止血法、
搬送法など　対　市在住、在勤　定　24
名※3名以上の団体申込みは不可
申・問　消防本部救急課（�867-1199）
家庭教育学級「子育て応援講座」

 

日　9月9日（火）10時～12時【募集期間】
9月8日（月）17時まで　内　子どもの悩
みを受け止めることのできる大人にな
るには？子どもが暴力から自分を守るた
めのプログラムを学ぶ　定　30名　【講
師】おきなわＣＡＰセンター　費　無料

 

日　9月19日（金）19時～21時【募集期
間】9月18日（木）17時まで　内　聞けば
子育てが楽しくなる楽分楽分（らぶら
ぶ）子育て法　定　30名　【講師】米盛智
恵子（ヒーリングライター）　費　無料

 

日　10月7日（火）、14日（火）10時～12時
全2回　【募集期間】9月30日（火）17時
まで　内　子どもと大人が気持ちよくコ
ミュニケーションを取る方法を学ぶ
定　30名　【講師】比嘉理恵（心理カウン
セラー）　費　無料
（1）（2）（3）　の　申・問　小禄南公民館
（�891-3444　�858-0220）

 

【補助額】1kWあたり3万円（上限10万
円）　申　10月1日（水）～31日（金）※対
象者や対象経費に関して要件がありま
す。詳しくは市ホームページの「なはエ
コ」をご覧になるか下記までお問い合
わせください。　問　ゼロエミッション推進
室（�951-3392）
 
内　安心安全情報提供システムは携帯
電話やパソコンのメールアドレスをシス
テムに登録していただいた方へ不審
者情報を発信するものです。なお、市
ホームページの「安心安全ネットワーク」
掲示板からも不審者情報を確認できま
す。※登録方法は①市ホームページ内
の「安心安全ネットワーク」から登録②
情報の配信を希望するブロック（首里・
那覇・真和志南・真和志北・小禄）を選
択する。　問　市民協働推進課（�862-

那覇市観光ボランティア
街角ガイド養成講座

上級救命講習会

（1）「CAP大人ワークショップ～子
育て支援力UP～」

（2）「米盛さんの講演会～目からウ
ロコの子育て法～」

（3）「心のエッセンス～育児に役立
つ心理学入門～」

平成20年度住宅用太陽光発電シ
ステム設置の補助について

安心安全情報提供システムについて

� � � �

チャイコフスキー記念国立モスクワ音楽院
「日露交歓コンサート 2008 沖縄公演」
日　①10月6日（月）19時～、②8日（水）19時～　場　①市民会館大ホール②
南城市文化センター　費　無料※要入場整理券。入場者年齢制限あり（小学
生以上入場可）　【入場整理券配付開始】9月17日（水）～　【入場整理券配付
場所】南部広域市町村圏事務組合（壺川ビル2階）、市民会館、パレット市民
劇場、市役所本庁1階総合案内、市教育委員会（3階生涯学習課）など　
問　文化振興課（�831-8401）

おわびと訂正
　本紙平成20年8月号2面に掲載さ
れた環境の杜ふれあいの電話番号
は『882-6117』の誤りでした。
　訂正し、お詫び申し上げます。

「那覇市納税催告センター」開設
のお知らせ
内　市では9月1日（月）から電話で納
税の呼びかけを行う「那覇市納税催
告センター」を本庁内に開設します。
センターでは専門のオペレーターが
納期を過ぎても納付の確認がとれ
ない納税者へ「那覇市納税催告セ
ンター」の名称で、電話による納税の
お願いを行います。対象となる税目
は市県民税、固定資産税、および軽
自動車税です。
【開設日・時間】水曜日以外の平日：
9時～13時・15時～20時、水・土・日
曜日・祝日：9時～17時
こちらから、口座を指定して金銭の
振込みを求めたり、現金自動預け払
い機の振り込み操作を指示するよう
なことは絶対にありませんので「振り
込め詐欺」にはご注意
ください。

問　納税課（�861-6902）
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入場料開演開場催　　　　　物日
一般　￥１，２００
学割　￥１，０００
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.25
「オリヲン座からの招待状」

５（金）

一般　￥８００
学生　￥５００１９：００１８：３０第１７回ブラスアンサンブルコンサート６（土）

￥１，５００１８：００１７：３０詩吟の発表会　“吟い遊びの夕べ”７（日）

前売　￥３，０００
当日　￥３，５００１９：００１８：３０

沖縄エンターティメントアーツ一周年記念コンサート
～ボーチェ・マリナーラ（海の声）～

１２（金）

￥１，０００１９：００１８：３０
佐久間龍也と門下生による
第１５回ピアノソロアンサンブルの夕べ

１３（土）

￥１，５００１７：３０１７：００
新報カルチャーセンター
上原ゆきのりカラオケ教室発表会

１４（日）

前売　￥２，５００
当日　￥３，０００１８：００１７：３０

沖縄ピアノ同好会３０周年記念コンサート
～野平一郎～

１５（月）

一般　￥１，５００
小中高生　￥１，０００１９：００１８：３０三世代交流コンサートVol.Ⅱ　歌い継がれる心のうた１９（金）

当日券　￥５００１８：３０１８：００第５回クラリネットアンサンブル合同演奏会２０（土）

￥２，５００１９：００１８：３０美しき歌の調べ　～広がる歌のつばさ～２１（日）

　一般　￥９９９
高校生以下・障害者

￥５００

１３：３０
１８：００
２０：００

１３：００
１７：３０
１９：３４

沖福連　映画「ふるさとをください」と講演の集い２２（月）

￥１，３００１９：００１８：３０
沖縄なは子ども劇場低高合同定例鑑賞会
～舞台劇「星のまつり」～

２４（水）

大人　￥２，０００
高校生以下　￥１，０００１９：００１８：３０金城真希ソプラノリサイタル２６（金）

一般　￥１，０００
小学生以下　￥５００１９：００１８：３０沖縄マンドリンアンサンブル第２２回定期演奏会２７（土）

一般　￥２，０００
高校生以下　￥１，５００１９：００１８：３０

Klavier Kreis 作曲家・作品探求シリーズ　Vol.3
ピアノで楽しむドビュッシー

２８（日）

無料１１：００１０：３０第１８回日本クラシック音楽コンクール２９（月）

※主催者・催物の都合により変更することもあります。

9月


