
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。

11 2021 年（令和３年）11月

那覇文化芸術劇場 なはーと ☎861-7810
［開館時間］9時～22時　［休館日］第1・第3月曜日（祝日・慰霊の日は開館、翌日休館）

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 お問合わせ

那覇市の課題解決アイデアソン＆データ活用と
その可能性シンポジウム

つなぐ　むすぶ　ひらく100年
～音楽と映像で紡ぐ軌跡～
第59回日本糖尿病学会九州地方会　市民公開講座
うちなーんちゅの糖尿病　正しく知ればなんくるないさ～

那覇市市制100周年記念
プログラミングコンテスト2021表彰式

862-9937

861-5173

862-9937

862-9937

951-3246

861-0350

951-3212

862-9937

日 タイトル 開演 入場料

11月24日（水）

11月28日（日）

盲導犬育成支援コンサート 18時30分

18時山下光鶴ギターリサイタル

1,500円
2,000円

（当日500円増）

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11月6日(土)
10時～12時
11月13日(土)
10時～12時
11月20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。
ゲーム感覚で那覇の森と季節を
感じましょう。

15人 1人
400円

15人 1人
400円

15人 1人
400円

11月28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

「ボランティアマッチング　カフェ」開催！参加者募集

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）　［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）

11月2日（火）

11月7日（日）

11月10日（水）

11月11日（木）

11月13日（土）

11月14日（日）

11月20日（土）

11月1日（月）～
11月14日（日） 小スタジオ

大劇場

大劇場

小劇場

小劇場

小劇場

小劇場

大劇場

小劇場

安謝川クリーン
アップ大作戦
季節の自然を
感じるゲーム

ガイドの解説で那覇の森を
楽しむ企画です。

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）

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！

　 11月 25日（木）18 時～20 時　　 なは市民活動支援センター

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

日 タイトル 場所 入館料 展示内容
第21回  那覇市医師会  チャリティー写真展 無料

無料

無料

無料

無料

無料

彫刻

彫刻

彫刻

Egg-Art　五人展

彫刻の五七五　ーかたちで詠むうりずんの頃ー

おきなわモナムール

第51回　沖縄新象展

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

11月16日(火)
～21日(日)

11月9日(火)
～14日(日)

11月2日(火)
～7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

全 室

写真

総合

エッグアート

水彩画

無料
11月23日(火・祝)
～28日(日)

第1・2展示室

【展示販売あり】

【展示販売あり】

【展示販売あり】 創業に興味のある人や準備中の人、創業後の人、就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・就職関連書籍多数揃えています）。
■創業セミナー（受講料無料）　※電話で申込

11 月 26日（金）14時～ 16時　　　　岩渕裕子氏（沖縄ガールズスクエア代表）
なは市民協働プラザ 5階　研修室　　 10人 +Zoom

コロナ禍でも注目のクラウドファンディングって何？～起業準備ためのクラウドファンディング活用方法～

日付 タイトル その他
11月 4 日（木）
11月 8  日（月）
11月10日（水）
11月16日（火）
11月19日（金）
11月25日（木）

withコロナ時代の就活方法
簡単！応募書類の書き方
就活メイクのポイント
お仕事紹介～販売～
withコロナ時代の面接対策
超初心者向けパソコン基礎講座

①10 時～11時 ②14 時～15 時
 （１日2回。各回同じ内容です）
当センター
（パソコン講座のみ IT 創造館） 
各回４人 

・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。

　 ☎ 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

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）

なは女性センター

相談室｢ダイヤルうない｣　☎098-861-7515
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。
相談時間

●性の多様性に関する相談

▶月～土 ９時～12時／13時～17時

令和3年度 那覇市政功労者表彰・那覇市制
施行100周年記念特別表彰表彰式

NAHA SDGs  シンポジウム  ～次の100年も
笑顔広がる元気なまちNAHAを目指して～

女性三人衆  笑いと芸能
～なは100歳 御祝さびら～

美しいまちづくりフォーラム「第21回那覇の景観賞」
表彰式 ～市制100周年記念シンポジウム～

那覇の伝統工芸 
～100年の歴史に未来を重ねる～ （企画調整課）

（秘書広報課）

（企画調整課）

（都市計画課）

（情報政策課）

（商工農水課）

（企画調整課）

（運営事務局）

（企画調整課）

第24回  個我の形象展

「風の会」水彩画展

20人
＊申し込みはQR コードをご確認ください。

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。

日時 タイトル 講師 定員

『沖縄戦』を生きぬいた人びと

『ろうLGBTQ』団体“いるまんちゃー”
  が「多様な性」を語る

11月26日(金)
14時～16時
12月4日(土)
14時～16時

吉川麻衣子氏（沖縄大学人文学部
福祉文化学科教授/臨床心理士）

「ろうLGBTQ」団体  いるまんちゃー　
  代表　鈴木文人氏(ふーみー)

24人

24人＊手話通訳あり

＊手話通訳をご希望の方はお申し出ください。 ＊一時保育は当面の間、休止いたします。

092-401-5755

日 講
場

時

場

定

定

場 定日

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

日時 イベント内容

11月23日（火・祝）
那覇市ぶんかテンブス館自主企画公演
「南島詩人一人舞台 - 平田大一の世界 -」
渾身の独り舞台　集大成ここに極まる

第 45 回首里織展（3階ギャラリー）
FEC お笑いライブ 
ベンビー会×じゅんとすけライブ
DRAGONGATE、琉球ドラゴンプロレスリング（21日のみ）
オリジン お笑いライブ 喜笑転決

11月11日（木）～14日（日）
11月13日（土）
11月14日(日)
11月20日（土）～21日（日）
11月27日（土）

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

■就職支援セミナー（受講料無料）　※電話で申込 


