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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、施設の臨時休館、催し物が中止・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。

那覇市民ギャラリー　 ☎867-7663　パレットくもじ6階
［開館時間］10時～19時　日曜日17時から展示物搬出あり　［休館日］月曜日

なはし創業・就職サポートセンター ☎ 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　

那覇市ぶんかテンブス館 　☎ 868-7810
［利用時間］9時～22時（月曜日は18時まで）　［休館日］第２・４月曜日

LINE＠はじめました！

なは市民活動応援サイト・開設中

日 タイトル 場所 入館料 展示内容
新崎照子　作品展　
白寿めざして老いをたのしむ 無料 水墨画

刻字無料

第2回　末吉杜18　写真展
森に生く

第三回　刻字展　「自書自刻」

無料 写真

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。
どうぞお気軽にご相談ください。（創業・就職関連書籍多数揃えています）。

日 公演内容

5月 20日（木）
TENBUSU SHOWCASE Vol.13
結華　～ゆいばな～
琉球舞踊とエイサーの華やかな沖縄芸能を堪能ください。

琉球ドラゴンプロレス　 
FEC　お笑いライブ 
オリジン  お笑い 喜笑転決 
ぐーにぃ音楽事務所　ピアノ発表会

5月 4日（火・祝）・30日（日）
5月 15日 ( 土 )
5 月 22日 ( 土）
5月 29日 ( 土 )

森の家みんみん　 ☎ 882-3195　FAX 882-3196
首里儀保町4-79-8　［受付時間］9時～18時　［休館日］火曜日

なは市民活動支援センター 　   ☎ 861-5024FAX 861-5029  銘苅2-3-1 なは市民協働プラザ2階
［利用時間］9時～21時（日・水曜日は17時まで）　［休館日］慰霊の日

タイトル 日時 内容 定員 費用

GW
親子で自然体験
in那覇

5/1～5/3、5/5
①10時～12時
②14時～16時

新型コロナウィルスの影響で
変更の可能性があります。
詳細は森の家みんみんHPを
ご覧ください。
初夏の夜の森を散策し、
生き物たち夜の様子を見て
みましょう。

各回
15人

各回
15人

1人
400円
～
600円

GW
夜の観察会

5/1～5/3
18:30～20:30

5月8日(土)
10時～12時

5月15日(土)
10時～12時

5月23日(日)
9時30分～12時

-- 無料

1人
400円

親子で森の遠足 1人
400円

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）

※費用は保険料を含みます☆全イベントの集合場所：森の家みんみん

パレット市民劇場　 ☎ 869-4880　FAX 869-4883
パレットくもじ9階　［開館時間］9時～22時　［休館日］火曜日

日 タイトル 開演 入場料

パレット市民劇場よりお知らせ
　☎ 951-3203　FAX 951-3204

銘苅 2-3-1 なは市民協働プラザAコア 1階
 ［利用時間］9時～21時（土曜日は17時まで）　［休館日］日曜日・祝日・慰霊の日

日時 タイトル 講師 対象者 定員

『ろう LGBTQ』団体“いるまんちゃー”
が「多様な性」を語る

「ろう LGBTQ」団体
いるまんちゃー
代表　鈴木文人（ふーみー）
ありさ・まーしー・アキト

※手話通訳あります。 ※一時保育は当面の間、休止いたします。

相談室｢ダイヤルうない｣☎861-7515

相談時間▶

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）

レインボー交流会

 2021年5月8日(土)14時～16時
 なは女性センター学習室
主催▶市民団体てぃーだあみ
 tiidaami.okinawa@gmail.com

日

問

場

■創業セミナー（受講料無料）　※電話で申込
講師▶ 山川  宗徳 氏（株式会社lab 代表取締役）
  5月27日（木）　13時～15時
なは市民協働プラザ５階研修室 10人+オンライン（Zoom）

■就職支援セミナー（受講料無料）　※電話で申込
日 タイトル その他

5月11日（火） withコロナ時代の面接対策 ● 会場は当センター（パソコン講座のみIT創造館）

● 各回定員4人です。

● 1日2回（10時～11時、14時～15時）
　同じセミナーの内容を行います。

● このセミナーの受講はハローワーク失業認定申込
　書の求職活動実績対象となります。

5月13日（木） 知っておきたい就活のキホン
5月18日（火） お仕事紹介～コールセンター～

5月20日（木） 超初心者向けパソコン基礎講座
※セミナー会場はIT創造館2階IT研修室

5月24日（月） 就活メイクのポイント
5月26日（水） 中高年の就活の心構え

警察官から語学教育で起業！
～周りは皆「タコライス屋さん」

と呼ぶ。～
日
場 定

※ 都合により内容変更する場合もございます。
　最新情報はギャラリーホームページまたはギャラリー窓口へお問い合わせ下さい。
　那覇市民ギャラリー　HP　http://www.palette-kumoji.co.jp/naha/gallery/

この度、パレット市民劇場は舞台機構工事を実施いたします。
下記期間中の催物はございません。みなさまにはご不便をおかけしますが

ご了承くださいますようお願い申し上げます。
令和 3年 4月 19日（月）　～　令和 3年 7月 15日（木）

※工事期間外のご利用については通常通り申請を受け付けています。
工事期間中も劇場に関する問い合わせ、申し込みは

事務局にて対応いたします。
※工事に伴い、令和 3年 5月と 6月の催物案内はお休みとなります。

5月4日(火)
　～9日(日)
5月18日(火)
　～23日(日)
5月18日(火)
　～23日(日)

第１
展示室
第１
展示室
第3
展示室

1人
400円

安謝川クリーン
アップ大作戦

自然体験ゲーム

川の清掃ボランティアです。

自然遊びで、末吉公園を
満喫しよう。

ガイドの解説で那覇の森を
楽しむ企画です。

15
人

15
人

5月22日(土)
14時～16時

なは女性センター学習室をご利用のみなさまへ
現在、なは女性センター学習室をご利用のみなさまは、利用登録の更新手続きをお願いします。
また、新規利用者の登録も受け付けていますので、お問い合わせください。利用登録時に今年度の施
設利用説明等を行います。
＊｢利用者登録申請書｣は、なは女性センター窓口、ホームページよりダウンロードできます。
　 なは女性センター利用団体、または利用希望団体の代表者・担当者対

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。

周囲に話せる人がいない、自分の気持ちをわかっても
らえない。そんな時、「ダイヤルうない」を利用して
みませんか。生きがいや家庭の問題など、女性の抱え
る様々な悩みに応じ、自分の意思で人生を選択するた
めに必要な情報を提供し、サポートします。

※「レインボー交流会okinawa」で検索すると、フェイス
　ブックで最新情報が確認できます。
https://www.facebook.com/rainbow.okinawa/
＊参加者は、コロナ対策の一環で主催者へ連絡先(メールア
　ドレスや電話番号など)をお知らせください(匿名も可)。

● 電話相談　● 面接相談(女性のみ・要予約)
● 法律相談（女性のみ・予約制）

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。どなたでもご相談ください。

●性の多様性に関する相談

月～土 ９時～12時／13時～17時

関心の
ある人

先着
18人

なは市民活動支援センターからボランティアに
関する情報や講座情報などをお知らせします！
ぜひご登録ください。

なは市民活動支援センターでは、市民活動のヒントが得
られる「なは市民活動応援サイト」を開設していますの
で、ぜひご利用ください。

登録はこちらから→

サイトはこちらから→

なは女性センター

木曜芸能公演の代替公演として好評をいただいている「 TENBUSU SHOWCASE 」。
感染症対策をした上で、素敵な音楽、パフォーマンスをお楽しみください。

Showcase 以外の公演

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）


