2020年（令和２年）11月

11

各催し物などは新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止・延期、変更となる場合があります。
事前に各お問い合わせ先にご確認ください。

那覇市ぶんかテンブス館

なはし創業・就職サポートセンター

☎ 868-7810

［利用時間］月曜日 9時〜18時／火曜日〜日曜日 9時〜22時 ［休館日］第２・４月曜日
日にち

公演内容

日にち

公演内容

Neo Ryukyu
3日(火・祝)
エイサー公演

29日(日) みゃーく踊り ５の会

21日（土） FEC お笑い劇場

７日（土)
８日(日)

28日（土)

オリジン
お笑いライブ喜笑転決

那覇市民ギャラリー
［開館時間］10時~19時

創業に興味のある人や準備中の人、創業後の人、就職や転職活動中の人のための相談窓口です。
どうぞお気軽にご利用ください（創業・就職関連書籍を多数揃えています）
。

ＳＤＧｓ×地域×ビジネス

■創業セミナー（受講料無料） ※電話で申込

話題の「ＳＤＧｓ」をカード
ゲームを通してより深く
楽しく学べる勉強会です。

沖縄郷土菓子を次世代に。
【日程】11月27日（金）14時〜16時
【講師】外間 有里
那覇まちぐゎーで営む三代目の挑戦 【会場】なは市民協働プラザ ５階研修室 【定員】10名＋ZOOM

■就職支援セミナー（受講料無料） ※電話で申込
☎ 867-7663 パレットくもじ 6 階

日曜日17時から展示物搬出あり ［休館日］月曜日

11月３日（火・祝）〜８日（日）

第１・第２
展示室

沖縄アジア国際平和芸術祭2020プロジェクト
「沖縄の縮図 伊江島の記録と記憶」パート２

伊江島米軍LCT爆発事件の記録と記憶の継承
伊江島に降りた白いハト・緑十字機伊江島を中継基地に

日付

タイトル

11月 5日 (木)

就職に役立つコミュニケーション術

11月 9日 (月)

簡単！履歴書の書き方

11月11日 (水)

With コロナ時代の就活方法

11月17日 (火)

就活メイクのポイント

11月19日 (木)

お仕事紹介〜事務〜

（写真）
（入場無料）

なは女性センター

（写真）
（入場無料）

第２・第３
「風の会」水彩画展
展示室
室

（絵画）
（入場無料）

☎ 951-3203

☎ 869-4880

（写真）
（入場無料）

日 11月28日(土)14時〜16時
講師▶玉城 福子（社会学者／大学非常勤講師）
場 なは女性センター学習室
対 関心のある人
定 24人(事前申込先着順)

℻ 869-4883

最新の状況は主催者またはパレット市民劇場（ ☎8694880／受付時間9時〜17時）にてご確認ください。
パレット市民劇場のホームページからもご確認いただけます。

相談室 ｢ダイヤルうない｣
☎861-7515
● 電話相談

あなたが「自分らしい生き方」を
自らの意思で選択できるように一緒
に考えます。性の多様性については、
性別にかかわらずご相談ください。

減免制度を受ける方法など、その他の詳細はホームページをご覧くだ
さい。

☎882-3195

● 面接相談（女性のみ・要予約）

● 性の多様性に関する相談

対象となる人は、那覇市民、または那覇市で文化芸術活動の実績もし
くは文化芸術振興への寄与が認められ、令和3年3月までに「舞台芸術
活動（コンサート・発表会・演劇・舞踊など）」を行う予定のみなさまです。

森の家みんみん

ウェブサイトhttp://minminmin.sunnyday.jp ［受付時間］9時〜18時 ［休館日］火曜日

安謝川
11月14日(土) 森の家 川・滝の清掃ボランティ
クリーンアップ
10時~12時 みんみん アです。きもちいいです。
大作戦

定数
15

--

※コロナウイルス感染症対策の一環として、参加者
は主催者へ連絡先（メールアドレスや電話番号な
ど）をお伝えください（匿名も可）
。

有料駐車場あり（当センター利用者は一部免除により、最初の2時間まで100円、以降1時間ごとに100円加算）

なは市民活動支援センター

℻ 882-3196

日時
集合場所
内容
空と森から、末吉公園
11月7日(土) 森の家
の季節を楽しむイベン
10時〜12時 みんみん
トです。

LGBTを含む性の多様性について語り合いた
い人のための交流会です。みんなが安心して語
り合える場所作りを目指します。
日 11月14日(土)14時〜16時
場 なは女性センター学習室 主催▶てぃーだあみ
問 tiidaami.okinawa@gmail.com
フェイスブック：https://www.facebook.com/
rainbow.okinawa/

● 法律相談（女性のみ・予約制）

パレット市民劇場では、市の事業としてコロナ禍における芸術活動の支
援を目的とし、観客定員数に合わせた劇場利用料の免除を実施します。

※市在住・在勤・在学の人は、手話通訳が利用できます。
ご希望の人は11月20日(金)までにお申し込みくださ
い。なお、これまで受講の際に行っていた一時保育は
当面の間、休止いたします。
※今後の状況により、変更の可能性もございます。最新
の情報は、市ホームページをご確認ください。

レインボー交流会

月〜土曜日 ９時〜12時／13時〜17時

コロナ禍における
文化芸術活動支援のための利用料減額免除について

タイトル

銘苅 2-3-1 なは市民協働プラザ A コア 1 階

第２回 「女らしさ」
「男らしさ」と性の多様性〜誰もが尊重される社会のレシピ〜

パレットくもじ9階 ［開館時間］9時 〜22時 ［休館日］火曜日

空と森の
おさんぽ

℻ 951-3204

【ジェンダースタディーズ】

よみがえるイザイホー写真展（仮）

パレット市民劇場

●

［利用時間］月〜金 9時〜21時 土 9時〜17時 ［休館日］日曜・祝日・6月23日（慰霊の日）
・12月29日〜1月3日（年末年始）

11月24日（火）〜29日（日）

全

会場は当センター（パソコン講座のみ IT 創造館）
1日2回 （10時〜11時、14時〜15時）
同じ内容のセミナーを行います。
● 各回定員４人です。
● このセミナーの受講はハローワーク失業認定申告
書の求職活動実績対象となります。
●

有料駐車場あり（当センター利用者は一部免除により、最初の2時間まで100円、以降1時間ごとに100円加算）

大城弘明写真展 ガマ 〜イクサバの記憶〜

沖縄戦から75年

その他

11月26日（木） 超初心者向けパソコン基礎講座

11月17日（火）〜22日（日）

第１展示室

☎988-3163 FAX 917-1281

銘苅2-3-1なは市民協働プラザ B コア地下1階 ［利用時間］平日9時〜18時

費用

☎ 861-5024 ℻ 861-5029

那覇市銘苅 2-3-1 なは市民協働プラザ 2 階 ［利用時間］月・火・木・金・土曜日 9 時〜 21 時／日・水曜日 9 時〜17 時
［休館日］6 月 23 日（慰霊の日）
・12 月 29 日〜 1 月 3 日（年末年始）※臨時休館する場合もあります。

参加者
募集

受講生募集

１人400円

(保険料含む)

無料

季節の自然を
感じるゲーム

11月21日(土) 森の家 ゲーム感覚で那覇の森
10時~12時 みんみん と季節を感じましょう。

15

森の指令
ゲーム

写真カードの動植物を
11月22日(日） 森の家
森の中で探すゲームで
14時〜16時 みんみん
す。

20 無料

親子で
森の遠足

11月28日（土） 森の家 ガイドの解説で那覇の
9時30分~12時 みんみん 森を楽しむ企画です。

15

クリスマス
リースを
作ろう。

台風の落とした自然素
11月29日(日） 森の家
材でリースを簡単に作
14時〜16時 みんみん
ります。

１人400円

(保険料含む)

１人400円

ボランティアってそもそも何だろう？
安心して楽しくボランティアをする秘訣を
学びませんか？

ボランティアと一緒に活動したい団体とボ
ランティア活動をしてみたい方との出会い
の場♪ゆんたくしながらお互いを知ろう！

日時▶11月13日（金）18時45分〜20時45分

日時▶11月17日
（火）18時45分〜20時45分

講師▶まちなか研究所わくわく

ゲスト▶繁多川公民館 南 信乃介 館長

宮道喜一氏

ゲスト▶若狭公民館 宮城潤 館長

定

20人

定

30人

(保険料含む)

対

市民（那覇市人材データバンク登録者優先）

場

なは市民活動支援センター・会議室1

１人600円

申

11月10日（火）まで

問

なは市民活動支援センター ☎861-5024

10 ( 材料費、

保険料含む)

有料駐車場あり（当センター利用者は一部免除により、最初の2時間まで100円、以降1時間ごとに100円加算）

