㈱沖縄建設新聞
2018/12/28 更新

平 成 31年 市 町 村 ･建 設 関 連 団 体 等 新 年 会 及 び 名 刺 交 換 会 日 程
【市】
市町村名

日時／場所
1/4(金)15:00～17:00／沖縄かり
ゆしアーバンリゾート･ナハ
豊見城市 1/7(月)／市立中央公民館中ホール
那覇市

糸満市

1/4(金)16:00／西崎総合体育館

南城市
浦添市

1/4(金)16:00～／ユインチホテル南城
1/8(火)15:00～16:30／ANA ARENA

浦添(浦添市民体育館)
宜野湾市 1/8(火)18:00～20:00／ラグナガ
ーデンホテル(羽衣の間)
沖縄市

1/11(金)18:00～／沖縄市体育館

うるま市 1/11(金)16:00～18:00／石川体育館
名護市
1/4(金)14:00～15:30／21世紀の

森体育館

会

費
申込･問合せ等
\3,000 【問合せ】実行委員会事務局 TEL 098-862-9911 ※参加者名簿に掲載希望
(１人) の場合、申込期限は12月７日(金)まで。
\2,000 当日受付 ※名刺交換会:15:00～ ※年始祝賀会:18:00～ 【問合せ】秘書
広報課 TEL 098-850-0023
\2,500 【名簿掲載申し込み】11/19～12/7 ※当日受付可(名簿掲載は不可) 【問
い合せ】総務課 TEL 098-840-8113
\2,000 ※当日受付 【問合せ】商工会 TEL 947-1283
\2,000 【問合せ】・秘書課 TEL 098-876-1234(内2562) ・浦添商工会議所 TEL 0
(１人) 98-877-4606 ※名簿掲載申込受付は12/4まで。
\3,000 【申込期間】11/1～12/21 ※参加者名簿掲載希望者は～11/30迄 ※当日受
付可 【申込場所】秘書広報課秘書係 TEL 098-893-4411(内200)
\2,000 【問合せ･販売】市新年祝賀会実行委員会 TEL 939-1212(内2407) ※名刺
冊子への掲載希望者は12/14までにチケット購入。 ※広告掲載希望者は12/
14までに沖縄商工会議所(TEL 938-8022)で申込み。
\2,000 ※当日受付 【問合せ】新春交歓会実行委員会 TEL 973-5079
\1,000 【申込期間】～11/30(金) ※期間内の申込者は参加者名簿に掲載 ※名簿
(１人) 掲載を希望しない場合の締め切りは調整中 【問い合わせ先】総務部秘書
※参加者名 課 TEL 0980-53-1212(内線203) ※申込用紙配布等の詳細は市ＨＰ掲載
簿代込み
\3,500 【受付期間】～12/7(金)
【受付方法】名刺と会費を添えて市秘書広報課
秘書係まで申し込む 【問い合わせ】秘書広報課 TEL 0980-72-3750

宮古島市 1/4(金)開場15:30～､開演16:00～
ホテルアトールエメラルド宮古島
(漲水の間)
石垣市
1/4(金)16:00～／ANAインターコ
\3,000 【販売期間】11/12～12/14 ※12/15以降はパンフレット(名刺代わり)掲載不
ンチネンタル石垣リゾート(ボー ( ﾁ ｹ ｯ ﾄ 購 可 【販売窓口】・企画政策課 TEL 0980-82-1350 ・石垣市商工会 TEL 098
ルルーム真栄里)
入) 0-82-2672 ・石垣市観光交流協会 TEL 0980-82-2809 ・八重山建設産業団
体連合会 TEL 0980-82-5351 【問合せ】企画政策課 TEL0980-82-1350

【南部地区】
南風原町 1/4(金)／町立中央公民館黄金ホール
・第一部：12:00～
・第二部：15:00～

【第一部】町民､町内外事業所 【第二部】各種団体役員･委員
\2,000 【問合せ】総務課 TEL 889-4415 ※当日受付(各15分前まで可)
\1,000

与那原町 1/4(金)／町社会福祉センター
・企業向け：16:00～17:30
・町民の集い：18:00～20:00

町内 ※当日受付
\1,000
町外

【問合せ】総務課

TEL 945-2201

\2,000
八重瀬町 1/4(金)／アイウエディング八重瀬
・第一部：14:00～15:30

【第一部】企業､商工業者など 【第二部】功労者表彰式､祝賀会
\2,000 【問合せ】総務課 TEL 998-2200 ※両式典希望者は会費3,500円

・第二部：16:00～18:00
久米島町 1/7(月)18:00～／具志川改善センター

\1,500 ※当日受付
\1,000 【問合せ】総務課

【中部地区】
西原町
１月４日(金)
・第１部：15:00～16:30

北谷町

・第２部：18:00～21:00
エリスリーナ西原ヒルズガーデン
【名刺交換会】1/4(14:30～15:30)
役場１階レセプションホール
【町民新年会】1/5(18:30～20:30)

TEL 985-7121

\2,000 [第１部]企業関係者 [第２部]町民･各種団体 [事前受付]12/3～12/14
[受付場所]・企業関係者：西原町商工会 TEL 945-6136
・町民･各種団体：総務課 TEL 945-5011
【整理券配布】当日13:30開始

【対象】企業･事業者(町内外不問)

席者】町長、副町長、教育長、４部長、教育次長、会計管理者
せ】町長室 TEL 936-1234(内線171)
\1,500 ※商工会及び町長室にてチケット購入 ※当日券販売あり

ちゃたんニライセンターカナイホ (チケット 【問い合わせ】実行委員会事務局(町長室) TEL 936-1234(内線171)
ール
購入)
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市町村名
日時／場所
嘉手納町 １月11日(金)18:30～
ロータリープラザ２階 大ホール
読谷村

１月11日(金)18:00～

村総合福祉センター(2Fホール)
中城村
1/7(月)16:00～17:30／吉の浦会館
北中城村 １月4日(金)18:00～名刺交換会

会 費
申込･問合せ等
\1,500 [対象者]町民､町出身者､町内企業､町内事業所 ※名刺交換不可
( 当 日 券 [申込み]町総務課 TEL 956-1111、町商工会 TEL 956-2810、各自治会事務所
も同額)
\2,000 【参加対象】村民又は会員のみ

【問合せ】村商工会

TEL 958-4011

※チケット販売は12/10から ※当日可能
\2,000 ※当日受付 【問合せ】・村役場 TEL 895-2131 ・村商工会 TEL 895-2136
\2,000 【問合せ】村商工会 TEL 935-3939 ※当日受付

村中央公民館
【北部地区】
1/4(金)16:00～／本部町営ホール
(本部会館)

金武町

1/4(金)／町立中央公民館大ホール
・一部:16:00～17:30
・二部:18:00～20:00

国頭村

1/5(土)17:30～／村民ふれあいセ
\1,000 【問い合せ】総務課 TEL 0980-41-2101
ンター
1/7(月)18:00～19:00／大宜味村
\1,000 【問合せ】総務課 TEL 0980-44-3001
農村環境改善センター
1/4(金)17:00～／農民研修施設
\1,000 【問合せ】総務課 TEL 0980-43-2201
1/4(金)16:00～／今帰仁村コミュ
\1,000 【問合せ】総務課 TEL 0980-56-2101
ニティーセンター
1/8(火)／中央公民館
【問合せ】総務課 TEL 098-968-5111
・名刺交換会 受付16:00～
\1,500
開会16:30～17:30
・新春つどい 18:00～20:00
\1,000 (但し、名刺交換会に会費を納めた方は不要)
1/7(月)15:00～／コミュニティセ
\1,000 ※当日受付 【問合せ】総務課 TEL 098-966-1200
ンター大集会室
1/4(金)17:00～／環境改善センター
\1,000 【問合せ】総務課 TEL 0980-49-2001
1/9(水)18:00～／村産業連携拠点 男性\3,000 【問合せ】村商工会 TEL 0980-46-2912
センター(大ホール)
女性\2,000
1/8(火)18:00～／村産業支援センター 男性\3,000 【問合せ】村商工会 TEL 0980-45-2475
女性\2,000

大宜味村
東村
今帰仁村
宜野座村

恩納村
伊江村
伊平屋村
伊是名村

【宮古地区】
多良間村 1/7(月)／村コミュニティ施設

\2,000 【問合せ】総務課

TEL 0980-47-2101

本部町

各\2,000 ※当日受付可 【対象】・一部(名刺交換会)：町民･町出身者以外の町関係者
(町外業者等) ・二部(町民の集い)：町民･町内関係者 【問合せ】商工観
光課 TEL 098-968-3236

\1,000 ※当日受付

【問い合わせ】総務財政課
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【建設関連団体】
団 体 名
一般社団法人沖縄県建設業協会
《建築関連団体新年会》

1/7(月)
1/10(木)

日
時
18:00～
18:00～

・一般社団法人沖縄県建築士事務所協会
・一般社団法人沖縄県設備設計事務所協会

場
所
ザ･ナハテラス
ANAクラウンプラザホテル沖縄ハ

ーバービュー

2F「彩海の間」

・公益社団法人沖縄県建築士会
・公益社団法人日本建築家協会沖縄支部
・公益社団法人日本建築積算協会九州支部
・一般社団法人日本建築構造技術者協会九州支部沖縄地区会
・一般社団法人建築設備技術者協会九州支部沖縄支所
一般社団法人日本道路建設業協会
1/9(水)

講演会 17:00～

ザ･ナハテラス

一般社団法人沖縄県造園建設業協会

1/18(金)

新年会 18:00～
講演会 17:30～

ノボテル沖縄那覇(旧都ホテル)

一般社団法人沖縄県電気管工事業協会

1/24(木)

懇談会 18:25～
18:00～

一般社団法人日本塗装工業会沖縄県支部

1/26(土)

沖縄県電気工事業工業組合

1/28(月)

- 3/3 -

受付 18:00～
スタート 18:30～
受付 18:30～
スタート 19:00～

ANAクラウンプラザホテル沖縄ハ
ーバービュー

ホテルロイヤルオリオン
地下１階
NBC会館

