5日
（月）
〜2月2日（月）※土日祝日は
除く 問 資産税課
（862-5320）

県民からの提案−百選 作品募集
県対米請求権事業協会では、沖縄の
地域振興の重要課題について、
県民
的な議論の深まりと、
問題解決に向け
ての県民意見のコンセンサスを目指す
ために、県民のみなさまからの提案を
募集しています。
【テーマ】
「10年後の
沖縄―私の夢」
【応募作品】字数2000
字程度の原稿で400字程度の要約を
付けたもの※応募は1人1作品で、
未発
表、
オリジナルのものに限ります。
【応
募方法】12月1日（月）
〜26日（金）
まで
に直接または郵送で提出【応募先】〒
900-0025 那覇市壺川3丁目2番地6壺
川ビル2階 沖縄県対米請求権事業協
会
「県民からの提案−百選」
係 問 沖縄
県対米請求権事業協会
（854-7790）


   







お問い合わせ 納税課  861-6902

す。日 12月4日（木）〜7日（日）10時〜
19時 場 ぶんかテンブス館
（3階ギャラ
リー） 内 着尺、帯、小物品の展示販売
費 無料 問 市伝統織物事業協同組
合（887-2746）

核世代再チャレンジ雇用奨励金事業

うちなぁぐち、エイサー、カチャー
シー講座成果発表会

内 ハローワークが紹介する県内在住
の35〜44歳（核世代）
の求職者を短期
間（原則3か月）試行的に雇用
（再チャ
レンジ雇用）
した場合、事業主に求職
者1人につき月額5万円の奨励金を最
大3か月間支給します。
※各種条件が
あります。詳細はお問い合わせください。
（859-6140）
問（財）雇用開発推進機構

12月9日は
「なは教育の日」
です

公設市場の空き小間募集
牧志公設市場小間
部
門
衣料部（呉服・衣料品などの販売（小売））
雑貨部（日用雑貨品の販売（小売））

第一牧志公設市場小間
部
門
飲食店及び日用食材販売（小売）
対 個人で市内に1年以上住む、20歳
以上の市税の滞納のない方で、本市
場で専業し、商品の安定供給ができ
る方【資 料 配 布】12月1日
（月）〜5日
（金）申 12月8日（月）
〜10日（水）16時
まで ※詳細はお問い合わせください。
（951-3209 ）
問 労働農水課

臨時保育士の募集（平成21年1月
1日採用）
【募集資格】保育士資格を有する方
【勤務日】月〜金
（週5日勤務）
7時半〜
18時半のうち8時間勤務【賃金】日額
6，
670円【募集人数】
若干名 申 12月1
日
（月）
〜25日（木）
までにこどもみらい
課備え付けの申込書に記入のうえ、申
込み 問 こどもみらい課（861-6903）

開館時間１０時〜１
８時
（入館は１７時半まで）／月曜休館

  

うちなぁぐち講師に比嘉光龍、
エイサー
講師に那覇太鼓を招いた市民講座の
成果発表 日 12月6日
（土）14時〜
場 パレット市民劇場 費 無料 場 文化
振興課（855-5081）

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

市教育委員会では、毎年12月9日を
「なは教育の日」、翌年1月末日までを 「みんなで考えよう！
！自分に合った子育
「なは教育の期間」
と定め、教育に関す
ての仕方〜カナダ生まれの子育て支援
る事業を実施しています。
【事業日程】 プログラム Nobody s Perfect 完璧
12月9日：
「なは教育の日」教育長メッ
な親なんていない 〜」
セージ、11日：教育講演会、13日：
「なは 【講師】土岐宏枝、
豊川恵美子（NPファ
教育の日」
式典、教育市民フォーラム、 シリテーター） 日 平成21年1月10日
14日：やる気元気旗頭フェスタ in なは、 （土）〜2月14日（土）10時〜12時※全6
など他18事業 問 市教育委員会総務
回 場 なは女性センター学習室 対 0
課（891-3500）
〜2歳児（第1子）
の子どもを持つ保護
者 定 15名（市在住、
在勤、
在学の方
第2回健康フェスタ2008 in 環境の
優先） 申 12月4日（木）17時まで
杜ふれあい
（日）10時〜 場 環境の杜
日 12月14日
ふれあい 内 血糖値、
骨密度、
血圧な
那覇市民ギャラリー
どの健康計測 費 無料 問 環境の杜
（パレットくもじ６階） 


ふれあい
（882-6117）
開館時間：１０時〜１９時／月曜休館
「第14回国場川水あしび」参加者募集
市内に残された自然のひとつ、国場川
の漫湖周辺で、
ごみを拾いながら身近
な自然の大切さを体験する、
「国場川
水あしび」
を今年も開催します。湿地帯
やマングローブの中に入る体験型ネイ
チャーゲームや、
ミニコンサート、展示
ブースもありますので、遊びがてら参加
してみませんか。日 12月13日（土）9時
半〜 場 漫湖水鳥・湿地センター
問 環境保全課
（951-3229）

平成20年度駐留軍等労働者の事前募
集を受け付けています。
【資格】県内在
住の満18歳以上の方で、平成20年度
第32回 首里織展開催
（5月 以 降）
にまだ応 募していない方 「絢−身にまとう布」
をテーマに、
伝統を
【受付期間】12月1日
（月）〜5日（金）、 受け継ぎつつ新しい発想をもって、組
平成21年1月5日（月）
〜9日（金）9時〜
合員が制作した作品を展示発表しま



壺屋焼物博物館


  


特別展「壺屋焼 近代百年のあゆみ」
日 12月13日
（土）〜 平 成21年3月15日
（日）10時〜18時 ※入館は17時半まで
企業などの退職を迎えたみなさまへ
あなたの長年培った知識･経験を中小
場 3階企画展示室 費 有料※詳細は
講演会「くまのプーさんのふるさと
企業の支援に活かしてみませんか。
75
お問い合わせください。
をたずねて」
の開催
歳以下のみなさま、ご登録をお待ちし 【講師】池田正孝（中央大学名誉教授） 壺屋焼物博物館ギャラリートーク
ています。
詳細はお問い合わせくださ
日 12月21日
内 英文学の背景をスライドでたどる、
（日）11時 費 入館料が必
要 ※当日、博物館1階受付前に集合
い。問 新現役チャレンジ支援沖縄協
楽しい講話 日 12月14日（日）13時〜
議会（868-6870 URL http://www． 15時 場 繁多川公民館 問 繁多川図
※12月28日（日）〜平成21年1月5日（月）
shingeneki-okinawa）
書館（891-3455）
は休館します。



  

米軍基地への勤務を希望される方へ

16時半【応募方法】
下記ホームページ
にアクセスし応募、
または窓口で指定
の用紙での応募※ホームページからは
毎日24時間受付中【ホームページアド
レス】http://www.lmo.go.jp 問 駐留
軍等労働者労務管理機構那覇支部
（879-1023）

■12月2日（火）〜7日（日）▼宮国昇
木工展／木工／第1展示室▼第42回
沖縄旺玄会展／絵画／第2展示室▼
第4回 Wind Forest 木の野鳥展／木
工／第3展示室
■12月9日（火）〜14日（日）▼ブルー
トライ水中写真展2008／写真／第1
展示室▼北村英子絵画展／絵画／第
2展示室▼新城征孝絵画展／絵画／
第3展示室
■12月16日（火）〜24日（水）▼金城規
克 絵画作品展／絵画／全室
■12月25日
（木）〜1月4日（日）
※年末年始は休館です。

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３・４月曜、休館

テンブスホール

１２月

琉球芸能公演
百花繚乱〜琉舞の世界〜
日 12月4日
（木）、11日（木）、18日（木）、
25日（木）17時、19時 費 大人1,260円、
中高生1,050円、小人630円
Climax Entertainment TRIPLE-P
in てんぶす那覇
日 12月20日
（土）19時 費 前売1,200円、
当日1，500円
演芸集団FEC定期公演「お笑い劇場」
vol.162
日 12月21日
（日）18時半 費 前売1,000
円、当日1，200円
オリジンお笑いライブ喜笑転決vol.153
日 12月27日
（土）19時 費 1,500円

テンブスギャラリー

１２月

京都シルク㈱大蔵ざらえ 大呉服市
日 12月17日
（水）〜19日（金）10時〜19
時 費 無料
六代川端近左 漆芸展
日 12月23日
（火）〜26日（金）10時〜17
時 費 無料

  
母子・寡婦福祉資金貸付制度に
ついて
市では、母子家庭または寡婦世帯の
児童が高校、
専修学校、大学などに就
学する際に必要とする資金の貸付申
請を受け付けています。
【就学支度資
金】平成21年3月31日まで【修学資金】
通年受付※詳細はお問い合わせくださ
い。申 問 子育て応援課
（861-6951）
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