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性の多様性をあらわすことば
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性の多様性を尊重する都市なは
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    レインボーなは宣言
　  ってなんだろう？

　那覇市パートナーシップ
　「37組が登録！」

　ひろがる！
　県内企業の取り組み
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「レインボーなは宣言」
       はご存知ですか？

那覇市内の取り組みを見てみよう！

実際に調べて、知って、参加してみよう！

レインボー交流会と研修

　LGBTQにじいろ相談室

実際に調べて、知って、参加してみよう！

本を読んでみよう

市民団体「てぃーだあみ」
の竹葉さんと佐脇さんに
お話を伺いました！
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性の多様性を尊重する都市なは特
　集
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講座・事業のご案内

若狭公民館　　　
　　　　　　の取り組み

若狭公民館　　　
　　　　　　の取り組み
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南の島の南極教室南の島の南極教室市民
講座
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成人
講座

グローバル市民会議グローバル市民会議成人
講座
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���_�㖪��䨾٤ٚؕ؛ ٤;00.㸐��骭ꊙ锯䉖㐂⛿٬㐂٬㐂㳔յ蕟⽱ֵס偙㴻��〉⻏

ユーチュー部部員募集中！

最初は
ベトナムの旅

ユーチュー部部員募集中！

気軽に参加してね

次はネパールへレッツゴー！
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市民
講座 NAHAで世界旅行NAHAで世界旅行

➙㢸׀يشزكכ궢Ԓ
齡銽ָזְח偆遤孡ⴓזחחو٦ذ⟰歗ٓٝؔ׃؎ٝ俱椚闌䏟

�խٜ٭قؾ ٜٛذכع٭فٜر㎼宐낛ס 骀و٭تסյׇ냃յꓩ褺ֽ־ױ✑ն䩘낛✄닫ֹײי Ԕ
���傽�免劓傽劓������㖪�䨾٤ٚؕ؛ ٤;00.���㸐�骭ꊙ锯䉖㐂⛿٬㐂٬㐂㳔ס偙յ���������������XJ欎㘶ֵֿיזյٛ ٜؓ ّؕذ قت偙ն���㴻�〉⻏⩰濪꽄���Ⲏ魀包倣魀㵅魀┞☭⯼⫑瓦䍲մ��մմ�׀ך倣槏ך ブログはךױꇖמ〈劓傽劓Ⳬ겏ꪛ㢼㴻ײ���ֽ氰ꁎױ⤫徙ך宐녓⪫ײס骀כؕت

こちら→

䩛ד٦ػطֲ 궢Ԓ報׀ٕ� 案告 内



このコーナーは、若狭公民館エリア（那覇市内の国道58号線より西側全ての地域）の
地域情報を掲載します。皆さまからの情報提供お待ちしています！

☆ブログにて配信中☆ http://wakasa867.ti-da.net

電話番号  098-867-7266
開館時間  10時-18時
休 館 日  祝祭日・慰霊の日・
              第3日曜日・年末年始

「沖縄さかな図鑑 	屡絭澛סꔂ떃٬寊氙朮ֿ
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նנך긖溮ַכזהי؆
մ☭ַםֻ⚶כ劄ꁿעյ┞☭ꆸצ嚝
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յֵגז✑ ׅ㢼לַםֿٛ؞ג״
յעסַי瑭ֿ♀⚕氺ם؆אնך
槁㐂睗┞䒰ّػعيס 倣槏ֿٝمب⪪ꪛ
סםյ麃ꁿכ倣槏颉䍴ցסր┾汔ס╚
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ꫀ➳ךױ䌮ַֿׂיז坎㲳ة٭ْؕ
նׇױ⼴㖥ךն䌮㖥霺ױַי 
Ⲏֽ䔵ױַיהն
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佐藤　純子

沖縄県男女共同参画センター
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新型コロナワクチン接種予約情報

մꊙ锯䉖עךյ偆㒘ٞؤ ؕؗػ ֹ׀ך䱸甦מ怐⫒ֿױ溺ס٤䉖宐زؠ٠ס䠊叉洤ٜت ך؆篁⺅מ ꁿֽׂץյךסַיזםמ䱸甦⚶㖪ն蝄栄⪪宐녓ַױ 氠ׂ⯈ׇע偙ס նַד
公民館によくあるお問合せ

⪪宐녓٤زؠ٠ך䱸甦ס◙笴־ױ׀ךע
◙笴ױ׀ךע؆ֿյعشؾ◙笴ֽס䩘⚻ַױ׀ךעնֽ宜鼓ׇמ匡녓ַׂדն

⪪宐녓ך◙笴؞ס ־ױ׀ךעٜج٤ٔ

⪪宐녓מ뉼黆㖪־ױֵע
뉼黆㖪ױַׇע؆ն鴤┪뉼黆ךס؆ױ׀ךյꁿ 劔倣뉼黆㖪ׇׂס ⯈氠ַׂדն

؞յ◙笴מ槏氮ַם䕑׳ նױ׀ך㸐䗎ך괎需ךյ⪪宐녓ע⻉㖪ٜج٤ٔ

　8月29日三重城団地自治会に
よる花火大会が開催されまし
た。30分にわたり、約500発の花
火が大きな音と共に空に打ち上
がりました！自宅から楽しめる花
火大会は、コロナ禍にぴったり
な素晴らしい取り組みでした。
迫力満点で本格
的でな花火に驚
きました。

三重城団地花火大会 若狭地域文化祭の中止について

　新型コロナウイルス感染
症拡大により、昨年度延期と
なった地域文化祭ですが、今
年も開催が難しく、残念なが
ら中止とになりました。来年
こそは開催できるよう、1日も
早いコロナの終息と来年こ
そ！健康・安全な環境で開催
できるよう、願っています。

【若狭公民館ワクチン接種会場日】   水 / 木 / 日  10:00～17:00
                                                                  土　　　　14:00～21:00

ネット予約は
こちらから

　 電話で予約するխ�Ӫ�齡銽䋐꧊㔚䱸珏✮秈٦ةٝإ
����������☎ 098-993-1292 
խ�խ�傽免��玕傽ꯙׂ劓剅־ꓭ剅մ�մ�甦꿔ؕؒن �٦ةٝإ٦ٕ䱸珏ٝث٤���խ�Ӫ�尣篖源䎢㚖ؙٙزؠ٠ס獗鏫٭ا
�����������☎ 098-943-2993խխ��傽免��䌐傽٬㏸傽玕傽մմ��甦꿔婣氭�ٓػٜظ獗鏫٤زؠ٠
　 インターネット予約（最大5名まで同時予約可能）

ئ笴◙־غ٭ؤ23ס⺯  　 מؕع յֽע偙ַմ��곓ֿס笴◙ך☭偙־ַםס欎㘶عشؾמնմ��㵵ױ׀ךتجؓؠ 䩘⚻ַַךסױגյֽ 宜鼓מմ��蝄栄⪪宐녓瘁ֽךױ㛽ׂׄ־ նַד
　 キャンセル待ち予約

�խ�槁㐂յ蝄栄⪪宐녓עךյ婸♧┪؞ס ׂײꁎ潲䱸ֽ氰ימն⪪宐녓瘁ױֽיׄ♕ׄ⺇�笴մ◙סה䔵ٜج٤ٔ �նմַד

接種券を
お忘れずに！

電話相談・面接相談
（※面接相談は要予約）

沖縄県・公益財団法人おきなわ女性財団

098-880-8434
相談日：毎週土曜
時 間：10時～17時
休 日：年末年始

☎

令和３年度 相談事業

人間はいろいろ、性のあり方もいろいろ。

セクシュアリティに関わる悩みや困りごと、
どなたでも気軽にご利用できる相談窓口です。

◆ご本人だけでなく、
ご家族や周囲の方からのご相談もお受けします。

ひとりで悩んでいませんか？
自分の性別が
はっきりと
わからない。

同じクラスの
同性を好きに
なった。

家族にカミング
アウトしたい

けど･･･

相談無料
（通話料は相談者
負担になります）

秘密は
厳守
します

　　すてきなえを、ありがとう♪
　　みていたら、こんなうたや
　おはなしをおもいだしたっぴー！
いちど、きいたり、よんだりしてみてね

　「おそろい」
　うた：駒形友梨（こまふがたゆり）

　「ふたりのロッテ」
　さく：エーリヒ・ケストナー

前回、募集したテーマ（私のオススメ、推し愛、
おまつりの思い出）でお手紙がきたので、紹介します♪

投函してくれたみなさん、ありがとうございます！
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