
2022年（令和４年）5月11

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。
事前にお問い合わせ先にご確認ください。

日　時 タイトル 会場 料金

日　時 場　所 タイトル 料金

日　時 イベント内容

日　時 タイトル

5月3日(火・祝)
　～6月26日(日)
 11時～20時
（休館日を除く）

小劇場

小劇場

大劇場

大劇場

小劇場

小劇場

小スタジオ他

有料

有料

有料

完売

有料

有料

無料

5月4日(水・祝) 19時
5月5日(木・祝) 11時

 16時

沖縄・復帰50年現代演劇集 inなはーと
劇団ビーチロック　「オキナワ・シンデレラ・ブルース」
（☎070-4393-6225／平日10時～18時）

沖縄復帰50年特別企画
照屋勇賢展「CHORUS コーラス」

沖縄・復帰50年現代演劇集 inなはーと
劇団O.Z.E　「72´ライダー」
（☎070-4393-6225／平日10時～18時）

市民ごちゃまぜミュージカル「希望の街」
（☎090-2107-3289）

【完売御礼】
沖縄復帰50周年＆読響創立60周年記念
辻井伸行×読売日本交響楽団
（☎0570-00-4390）

日仏共同製作　新作舞台作品
「もつれる水滴」

※各催事の詳細につきましては、主催者へご確認ください。
※上記以外の催事については、なはーとホームページで随時更新中。

沖縄・復帰50年現代演劇集 inなはーと
劇艶おとな団　「9人の迷える沖縄人」
（☎070-4393-6225／平日10時～18時）

5月7日(土) 19時
5月8日(日) 13時、18時

5月8日（日）13時、16時

5月13日(金) 19時
5月14日(土) 13時、18時

5月21日(土) 14時
5月22日(日) 14時

5月 3日（火・祝）

～

5月8日（日）

第2展示室

第3展示室

沖縄本土復帰50年イベント企画
ドル交換時の琉球銀行の役割り

写真
入場無料

水彩画
入場無料

知花竜也　水彩画展
【展示販売有り】

5月11日(水) 19時

那覇市ぶんかテンブス館
【開館時間】9時～22時（月曜日は18時まで）
【休館日】第2・第4月曜日

那覇市民ギャラリー
【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　　※新型コロナウイルスの影響により展示内容が変更になる場合がございます。

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

なは女性センター ☎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

森の家みんみん ☎882-3195 FAX 882-3196
首里儀保町4-79-8 【利用時間】9時～18時 【休館日】火曜日

木曜芸能公演

自主企画公演

木曜芸能公演・自主企画公演 以外の催物

5月5日(木・祝)17時

5月12日(木)  19時

5月19日(木)  19時

5月26日(木)  19時

■よろず支援拠点出張相談

■創業セミナー（受講料無料）　※電話で申込

■就職支援セミナー（受講料無料）　※電話で申込

5月15日(日)

5月21日(土)

5月28日(土)

一般:3,850円

一般：1,000円

一般:2,000円

琉球ドラゴンプロレスリング
RYUKYU FIGHTING BASE 2022
FEC　お笑い劇場

オリジン お笑いライブ 喜笑転決

5月14日（土）
①13時30分
②18時30分

朗読・夢舞台 其の十五　｢猟銃｣
前売り:2,500円
当  日 :3,000円

「心合わちょてぃ歌やびら♪舞やびら」 玉城流玉城敦子琉舞道場、他

復帰50周年企画「おもひで映画館－那覇のあの場所・あの瞬間－」

民謡・舞踊・うちなー芝居（出演：一般社団法人沖縄俳優協会)

小浜島民俗芸能「果報ぬ島」

5月10日（火）

5月12日（木）

5月16日（月）

5月18日（水）

5月24日（火）

5月26日（木）

簡単　応募書類の書き方

お仕事紹介 ～販売～

withコロナ時代の面接対策

就活メイクのポイント

求人のここがポイント

超初心者向けパソコン講座

５月１１・23・２５日　　 なは市民協働プラザ5階研修室（23日のみ市役所本庁舎610会議室）

　　　 SDGｓを使って創業時の課題解決思考を養うセミナー
　 5月25日（水）14時～16時
　　あらかきしのぶ氏（ＳＤＧｓビジネスコンサルタント）
　なは市民協働プラザ5階研修室 
　20人

日

日

場
定

タイトル

講師

場
経営に関する様々なご相談に対応します。事前予約（☎851-8460）が必要です。内

①10時～11時
②14時～15時
（1日2回、各回同じ内容です）

時

当センター
（パソコン講座のみIT創造館）
場

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。

定

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）

木曜芸能公演 一般 ： 1,500円／高校生 ： 1,130円／小中学生： 750円

5月10日（火）

～

5月15日（日）
第2展示室

第１展示室

第３展示室

小松健一作品展　琉球OKINAWA

沖縄　その光と影の記録 写真
入場無料

写真
入場無料

写真
入場無料第３回末吉杜１８写真展　森に生く

5月17日（火）

～

5月22日（日）

第1展示室

第3展示室

※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/

第１３回比嘉清眞　写真展 写真
入場無料
絵画

入場無料新城征孝　絵画展　【展示販売有り】

※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100円加算)

日　時 講  師タイトル 定員／費用

4月29日(金・祝)
　　～5月5日(木・祝)

5月7日(土)
　　 10時～12時
5月14日(土)
      10時～12時
5月21日(土)
      10時～12時
5月22日（日）
     9時30分～12時

ゴールデンウィーク企画

☆全イベントの集合場所：森の家みんみん　※費用は保険料を含みます

空と森のおさんぽ

安謝川クリーンアップ大作戦

自然を感じるゲーム

親子で森の遠足

末吉公園の自然体験。
詳細は4月中旬以降に
ホームページに掲載
します。

空と森から季節を感じ
取りましょう。
川・滝の清掃ボランティ
アです。きもちいいです。
五感で那覇の森と季節
を感じましょう。
ガイドの解説で那覇の
森を楽しむ企画です。

各回15人
1人400円

15人
1人400円

15人
1人400円
15人

1人400円

無料

パレット市民劇場
【開館時間】9時～22時 【休館日】火曜日

 ☎８６９－４８８０ （パレットくもじ９Ｆ）

http://www.palette-kumoji.co.jp/naha/gekijo/
※掲載時点で開催を予定している催し物についても、変更の可能性がございます。

5月1日（日） 13時30分

5月12日（木） 18時30分

5月14日（土） 14時

5月15日（日） 17時30分

5月20日（金）15時

5月21日（土）14時

5月22日（日）13時

5月28日（土）①11時30分
②15時

5月29日（日）①11時
②15時30分
③19時30分

5月30日（月） 13時30分 第2回　サンゴ再生プロジェクト発表会

第7回　ふさと音楽教室発表会

自衛隊沖縄地方協力本部創立50周年記念防衛講演会

日本歌曲の花束　五月の風にのせて

那覇市制施行１０１周年記念式典

第3回　山里恵子 歌と踊りの祭典「母から娘へ」 ～ 桜梅桃李 ～

沖縄県祖国復帰50周年記念フェスティバル

ソニードギター合奏団 第13回　定期演奏会

沖縄の子どもたちに贈る チャリティーコンサートVol.3 一般￥1,000 当日￥500増
高校生以下無料

一般￥3,000  学生￥1,500
当日各 ￥500増

一般￥3,500  学生￥2,000
未就学児入場不可

一般￥500
学生無料

無料
（要事前予約）

日　時 タイトル 入場料

無料

無料

無料

￥1,000

レインボー交流会
　LGBTQ＋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。

主催 市民団体てぃーだあみ

日 5月28日（土）14時～16時
場 なは女性センター学習室

問 tiidaami.okinawa@gmail.com
＊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
  お伝えいただきます(匿名も可)

☎８６７－７６６３ （パレットくもじ６F）

那覇文化芸術劇場 なはーと
【開館時間】9時～22時（受付19時まで）
【休館日】第1・第３月曜日（祝日・慰霊の日は開館、翌日休館）

☎861-7810

☎868-7810

＊最新情報は
　Facebookを
  ご確認ください▶


