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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

なは産業支援センター（メカル4_5）
銘苅2-3-1  なは市民協働プラザ5階

日 タイトル 場所 入館料 展示内容

第30回 あけもどろ総合文化祭
書道展

無料

無料

無料

無料

第30回  りゅうぎん
紅型デザインコンテスト

日 タイトル 開演 入場料

14時

10月17日（日）

10月24日（日）

盲導犬育成支援コンサート 13時30分

10月3日（日）

1,500円

班目加奈トランペットリサイタル
with ファンシーブラス 14時

10月31日（日） 14時西澤安澄ピアノ・リサイタル
Bellissimo

一般1,500円
高校生以下 500円

ツイキャス配信 500円

一般2,500円
高校生以下1,500円
（当日各500円増）
一般3,000円
学生1,500円

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 10月2日(土)
10時～12時

10月9日(土)
10時～12時

10月16日(土)
10時～12時

気象予報士の空と季節の森を
たのしみましょう。

川・滝の清掃ボランティア
です。きもちいいです。

五感で自然を感じるゲーム、
ネイチャーゲームで自然と遊ぼう。

15人 1人
400円

15人 1人
400円

15人 1人
400円

10月24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

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

　 ☎ 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

なは女性センター開設25周年！

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）

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

10月19日(火)
  ～24日(日)

10月26日(火)
  ～31日(日)

10月5日(火)
  ～10日(日)

第2展示室

第3展示室

第3展示室

書道

水彩画

紅型

絵画

第1・2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。

平成８年10月１日、市民が長年要望していた、なは女性センターが開館し
ました。
これまで、女性の地位向上を目指す拠点施設として、あらゆる差別やDV、ハ
ラスメント、ジェンダー、多様なセクシュアリティなど、人権に対するさまざ
まな視点から、「誰もが生きやすい社会」を目指して発信し続けてきました。
開館25周年を記念し、なは女性センター設立に深い関わりのある３人による
座談会の内容をまとめた冊子を今年度末に発行予定です。

なは女性センター

有料駐車場あり（セミナー受講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）

琉球新報カルチャーセンター 
水彩画教室展

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）で悩む人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。

※ 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。

※小学 1年生未満・マスク着用が困
　難な方のご来場はご遠慮ください。

ー第23回 高良憲義個展ー　
街、地球惑星、生命の歓喜

※「フレッシュコンサート」について、詳しくは広報なは市民の友10面をご覧ください。

場
時
申

日 タイトル

■那覇市中小企業マネジメントスクール  （受講料無料）  全 14 回
那覇市内の中小企業・個人事業者のみなさまに向け、“稼ぐ力”を 高めるための
経営セミナーを行います。 明日から使え、誰もが実践できる経営ノウハウをお伝
えします。 
なは産業支援センター 5 階研修室
13時 30分～ 16時 30分（各回共通）
【運営事務局】沖縄県中小企業診断士協会 ☎917-0011

10 月 23日 ( 土 ) 

10 月 30日 ( 土 )

11 月  6  日 ( 土 )

11 月 13日 ( 土 )

11 月 20日 ( 土 )

11 月 27日 ( 土 )

12 月 11日 ( 土 )

12 月 18日 ( 土 )

経営環境の変化と戦略の再構築

SDGs 経営の基礎と自社戦略への取り入れ方

MQ会計で利益を 2倍にする【導入編】

MQ会計で利益を 2倍にする【実践編】

財務諸表の理解と資金計画

資金繰り表と資金調達

人材育成と採用戦略

人が自ら動く強い組織づくり

※年内開催分のみ掲載しています。1月以降の開催内容は事務局ホームページをご覧ください。

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

日にち イベント内容

10月3日（日）
TENBUSU SHOWCASE Vol.15
「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。

10月10日（日）

10月16日(土)、17(日)

10月23日（土）

10月31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
琉球ドラゴンプロレス　那覇大会

FEC 旗揚げ 28 周年記念 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

『コロナ対応市民活動相談』開催！

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）

コロナの影響による課題に取り組んでいる市民活動団体向けに『コロナ対応市
民活動相談』を受け付けます。
・資金、コミュニティ、文化活動、子どもの居場所、高齢者、ＮＰＯ、会計、税務、
　労務など多様な分野の相談に対し、専門相談員が対応します。
　お気軽にお申込みください！
　
　詳しくは、QR コードをご覧ください。

市民活動
団体向け


