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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　
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　

日 タイトル 場所 入館料 展示内容
夜歩き人たちの写真展　沖縄美ら夜景
福田直樹  個展  零れて、溜まる

無料
無料
無料
無料
無料
無料
無料

彫刻
第11回　沖縄水彩画展
福地 衣子絵画展　夢の後さき

大城  弘明写真展  宮古島 島尻のウヤガン

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。
無料の就職セミナーや創業セミナーを実施しています。最新情報はHPで
ご確認ください。

日 タイトル 開演 入場料

9月4日（土） 徳元茂信と歌う9月歌謡コンサート 18時

9月12日（日）ピティナ・ピアノステップ那覇秋季地区 10時30分

9月19日（日）

9月5日（日） 秋の音楽会  ～ 月に想いを馳せて ～ 15時

無料

無料

第14回発表会 17時

  関係者(お付添いの方）
のみ入場可 

一般3,000円
小中高生1,500円

1,990円

13時30分

9月23日
（木・祝）

バッハゾリステンOKINAWA
コンサート 14時

14時

9月25日（土）

9月26日（日）

17時『白鳥の歌』
仲本博貴（Br）  内海博子（Pf）

一般2,500円／高校生以下1,500円
（当日各500円増）
未就学児入場不可

一般2,000円
高校生以下1,000円
（当日各500円増）

一般3,000円／学生1,500円
（当日各500円増）
未就学児入場不可

9月30日（木）

眞榮田えり子  フルートリサイタル

第45回　那覇市社会福祉大会

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

タイトル 日時 内容 定員 費用

空と森のおさんぽ 9月4日(土)
10時～12時
9月11日(土)
10時～12時
9月18日(土)
10時～12時

空と森から、末吉公園の季節を
楽しむイベントです。
川・滝の清掃ボランティア
です。きもちいいです。
見て、聞いて、触れるゲームを通
して、自然から季節を感じ取ろう。

15人 1人
400円

15人 1人
400円

15人 1人
400円

9月26日(日)
9時30分～12時

-- 無料

親子で森の遠足

※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

那覇100年　協働シンポジウム
　～ コロナ禍の今　那覇の協働をふり返り　これからをえがく ～

なは市民活動支援センター　 ☎861-5024　FAX 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

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）

日

　 ☎ 951-3203　FAX 951-3204
銘苅 2-3-1 なは市民協働プラザ 1階 Aコア

 ［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

第24回那覇市男女平等週間について

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）

【創業支援サービス】 【就職支援サービス】 【その他】

那覇市民ギャラリー　HP　http://www.palette-kumoji.co.jp/naha/gallery/

9月21日(火)
  ～26日(日)

9月14日(火)
  ～19日(日)

9月7日(火)
  ～12日(日)

第1展示室

第1展示室

第2展示室
第2展示室
第3展示室

第2展示室
第3展示室

写真

写真

写真

絵画

絵画
絵画
布花

無料「風の会」 水彩画展9月28日(火)
～10月3日(日) 第2・3展示室

安謝川クリーン
アップ大作戦
ネイチャーゲーム
しましょ

ガイドの解説で那覇の森を
楽しむ企画です。

本市では、沖縄の女性が初めて選挙権を行使した1945年9月20日を記念して、毎年9月
20日を含む1週間を｢男女平等週間｣と定め、社会のあらゆる分野で男女平等が確立でき
ることを目的に啓発活動を実施しています。
今年度は、「沖縄に生きた女性たち」をテーマに、戦後の混迷した時代に誰もが生きやす
い社会をつくるために奮闘した女性たちをパネル展で紹介します。

なは女性センター

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）

協働シンポジウムを開催します。
オンライン参加受付中（視聴のみ・定員 80 人）
※事前の申し込みが必要です。
会場での参加については定員に達しました。
　 8 月 9 日（月・祝）15 時～17 時半
　 9 月 7 日（火）18 時半～21 時
＊申し込みはQR コードをご確認ください。

時と絆をむすぶ　布花親子展
TIME  COLLECTORS ～時のかけら写真展Ⅱ～

【展示販売あり】

【展示販売あり】

開催日
延期しました

創業・起業に関するご相談
事業計画書作成支援
創業融資、補助金、各種
申請手続き支援
創業関連セミナー開催
他創業連携支援機関の
ご案内

就職に関するご相談
適正職業診断
面接対策、履歴書作成
支援
就職関連セミナー開催
他就職関連支援機関の
ご案内

創業・就職関連書籍
閲覧コーナー
インターネット情報
収集コーナー
無料Wi-Fi アクセス可能
交流・ミーティング
ブース
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相談室｢ダイヤルうない｣☎861-7515

相談時間▶
● 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。

ドメスティック・バイオレンス（DV）で悩む方を支援するための情報提供を行っています。
詳しくは相談室「ダイヤルうない」へお問い合せください。

●性の多様性に関する相談

月～土  ９時～12時／13時～17時

●「ストップ・DV」情報提供

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、家庭の問題など、女性の抱える様々な相談
に応じ、自分の意思で人生を選択するために情報提供し、サポートします。 

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

日 イベント内容

9月23日（木・祝）

9月16日（木）
TENBUSU SHOWCASE Vol.15

TENBUSU SHOWCASE Vol.14

「ウトゥルサヌナイト マジムン怪談」　
  笑えて怖い！琉球に伝わるマジムン怪談と、賀数仁然による歴史解説。

「アイモコライブ」大人気夫婦ユニットによる、待望の音楽ライブ！

FEC お笑いライブ
オリジン お笑いライブ 喜笑転決
琉球ドラゴンプロレス　那覇大会

9月12日（日）
9月25日（土）
9月26日（日）

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・木曜芸能公演 以外の催物

＊新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、再延期の可能性もあります。


