
　

１１日（土）　�第３８回那覇まつり（～１３日（月）　国際通り、国道５８号など　観光課）
１３日（月）　�第７回那覇平和芸術祭ふれあいジャズフェスティバル２００８（１３時半～　市民会館　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/
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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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○◎△△◎◎◎◎○◎◎○金
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内　介護サービスの質の向上が求めら
れている今、「介護職員基礎研修」を
実施します。　対　①公共職業安定所長
から受講指示を受けた雇用保険受給
者②介護関係業務の無資格者、かつ
実務経験1年未満の者　【募集期間】10
月17日（金）まで　【研修期間】11月4日
（火）～3月25日（水）　定　40名　費　受講
料無料、テキスト代23,300円、保険料
2,640円）※希望者は最寄りの公共職
業安定所まで　　問　（財）介護労働安定
センター沖縄支部（�869-5617）

 

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　11月4日（火）、5日（水）、6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
宅で子どもを預かり、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　ファミサポセンター（�857-8991）
 
日　10月16日（木）10時～16時※受付は
15時半まで　場　市NPO活動支援セン
ター（てんぶす館3階）　内サラ金や、商
事、土地建物などの民事調停や、夫婦・
親子、相続・財産分与関係など家事調
停の相談会　問那覇調停協会（�855-
1000）
 
行政に対する苦情や要望を受付けます。
弁護士による法律相談もあります。秘密
は厳守いたします。　日　10月21日（火）
10時半～16時　場　サンエー那覇メイン
プレイス2階シネマＱ前　問　市民生活
相談室（�862-9955）

 

内　世界で実績のある環境教育プログ
ラム、プロジェクト・ワイルド（野生生物）
とプロジェクトWET（水資源）の一般指
導者の資格をそれぞれ1日の受講で
得られる。　日　10月18日（土）　プロジェ
クトワイルド、19日（日）　プロジェクト
WET　いずれも9時～17時　【募集期間】
定員に達し次第締切　場　森の家みん
みん　対　教育現場や社会で環境教育
プログラムを活用したい人（18歳以上）
費　それぞれ5，500円（テキスト、保険、
昼食代込）　問　森の家みんみん（�
882-3195　�882-3196）
 
日　10月22日（水）18時～21時【募集期
間】10月14日（火）～17日（金）、9時～
16時　場　消防本部4階講堂　内　心肺

「介護職員基礎研修課程」受講生募集

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」

無料調停相談会のご案内

一日合同行政相談所のご案内

野生生物と水資源についての環境
教育プログラム指導者養成講座

一般市民対象　普通救命講習会

蘇生法、AEDなど　対　市在住、在勤、
在学者　定　先着21名※3名以上の団
体申込みは不可　費　無料　申・問　消防
本部救急課（�867-1199）
 
内　市では「協働によるまちづくり」の一
環として公園ボランティアを募集します。
【公園愛護会】　原則として5人以上で
構成された団体で、空き缶やごみなど
の収集、除草清掃など月2回以上の活
動を行います。毎月3,000円の報奨金
を支払っています。
【企業ボランティア】　企業の持つ組織
力、専門技術などの得意分野を活かし
た公園の維持管理を年4回以上行い
ます。ボランティア活動を通して、従業
員の交流を深めませんか？
【公園自治会管理】　日常的な公園管
理をします。公園の清掃、トイレの清掃、
草刈などの活動を行います。3か月に
一度委託料の支払いがあります。※詳
しくは担当課まで　申・問　都市施設管
理センター公園管理室（�951-3239）
 
10月は「受診環境クリーン月間」です。
テレビ・ラジオ放送の受信障害でお困
りの方は、「沖縄受信環境クリーン協議
会」または「放送局」へご相談ください。
問　沖縄受信環境クリーン協議会（�
865-2307　�865-2311）
 
内　農業者の老後生活の充実と農業の
担い手を支援することを目的とした積
立方式年金です。　対　①市内在住の国
民年金第1号被保険者で、満60歳未満
の方②年間60日以上農業をされてい
る方、その配偶者、後継者　費　月額2万
円～6万7千円※詳しくはお問い合わ
せください　問　市農業委員会（�951-
3209）JAおきなわ真和志支店（�831-
5252）、JAおきなわ小禄支店（�857-
1175）、JAおきなわ首里石嶺支店（�
887-7882）　※農業者年金基金　http://
www.nounen.go.jp

 

 

日　10月13日（月）開場13時半、開演14
時　場　市民会館大ホール　内　市内小
中学校の児童・生徒が本格的なジャズ
演奏にチャレンジします。また、プロジャ
ズメンによる魅力的な演奏もあります。
費　無料　問　文化振興課（�831-8401）
 
日　日11月15日（土）～16日（日）　場　パ
レット市民劇場　内　上映作品「めし」

平成20年度公園ボランティア募集

おたくのテレビはお元気ですか？

新農業者年金に加入しませんか

����
「第7回那覇平和芸術祭ふれあい
ジャズフェスティバル2008」開催 ！

「日本名作映画劇場2008」開催！

� � � �

漫湖公園多目的広場および隣接する駐車場の利用禁止のお知らせ
１０月１８日（土）に漫湖公園多目的広場一帯で市総合防災訓練を開催しま
す。訓練準備などのため下記のとおり多目的広場および隣接する駐車場
はご利用できません。ご協力をよろしくおねがいいたします。
多目的広場：１０月１６日（木）～１８日（土）の終日
隣接駐車場：１０月１７日（金）２２時～１８日（土）１６時まで
お問い合わせ：市民防災室　�８６１-１１０２
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入場料開演開場催　　　　　物日

￥１，０００
（障がい児は無料）１４：００１３：３０

うないフェスティバル２００８
第６回　肝どんどんコンサート　～障がい児（者）
の親子と共に楽しむ音楽コンサート～２（木）

前売　￥１，０００１９：００１８：３０うないフェスティバル２００８
篠塚　蘭美以のトークショー　リセットダイエット

前売　￥８００１５：００
１９：００

１４：３０
１８：３０映画「蟹工船」～今話題の映画上映！～３（金）

無料１９：００１８：３０那覇シティアンサンブル第９回定期演奏会４（土）

一般　￥２，０００
学生　￥１，０００１９：００１８：３０古堅良雄ギターチャリティーコンサート

～親屋富祖　得盛　賛助出演～５（日）

無料１４：００１３：００第２３回　那覇市社会福祉大会６（月）

前売　￥１，０００１３：００
１８：００

１２：３０
１７：３０秋の歌謡祭典１２（日）

無料１９：００１８：３０「Mayu－ココロの星」
リレー上映＆講演会～講師：久高　学１５（水）

無料１８：００１７：００花宵流大正琴合同発表会１６（木）

前売　￥２，０００
シルバー￥２，０００１９：００１８：３０うないフェスティバル２００８

照屋京子ひとり芝居　ユクシムヌ番外編１７（金）

前売　￥２，５００
シルバー・障碍者・学生
前売　￥２，０００

１８：００１７：３０現代舞踊　環　舞踊公演　～水の還流～１８（土）

無料１０：３０１０：００ピティナピアノステップ那覇地区１９（日）

前売　￥１，５００１９：００１８：３０演劇集団FEC旗揚げ１５周年記念公演お笑いライブ２５（土）

￥６００
１０：００
１２：２０
１４：３０

９：３０
１１：５０
１４：２０

アニメ上映会２６（日）

無料１９：００１８：３０那覇市長選公開討論会２７（月）

無料１８：３０１８：００第５５次教育研究集会　教育講演会
「教師と保護者がいい関係を作るために」２９（水）

￥２，０００１９：００１８：３０川原　朗裕　ピアノリサイタル
～ピアノの名手達が遺した作品～３０（木）

無料１３：３０１３：００沖縄県市町村合併フォーラム３１（金）
※主催者・催物の都合により変更することもあります。

１０月
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入場料開演開場催　　　　　物日

前売り　￥３，５００
（当日￥４，０００）１４：００１３：３０琴生流家元「加藤昭代　リサイタル」２（木）

大
ホ
ー
ル

大人　￥２，５００
小中高生　￥１，０００
（当日￥５００増し）

１８：００１７：００
現代版組踊「翔べ！　尚巴志」

４（土）

１３：００１２：００５（日）
無料

（要入場整理券）１９：００１８：３０「日露交歓コンサート　２００８」沖縄公演６（月

無料１４：００１３：３０「ふれあいジャズフェスティバル　２００８」１３（月）

無料１４：００１３：００市民公開講座
「取りもどそう健康でカッコいい身体」１８（土）

大人　￥１，５００
学生　￥１，０００１４：３０１４：００沖縄県立芸術大学　音楽学部

「第１９回　洋楽　定期公演」１９（日）

￥１，０００１８：００１７：３０チャリティー歌謡ショー２６（日）
中
ホ
ー
ル

￥５００１１：００１１：００おでかけライブ　in　沖縄２６（日）

※主催者・催物の都合により変更することもあります。

１０月


