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期 日 催 事 名 内 容 場　 所
規模

(人数)
主催者 連絡先 料金 備 考

2(日) おでかけライブｉｎ沖縄 11:00 ～ 15:00 アマチュアによるコミックの展示会 展示場 1,200 ㈱ユウメディア 03-3843-1211 有 \500

2(日) 阿部敏郎復活三周年記念 19:00 ～ 21:30 トークライブ 中会議室2 100 ソーマ･コーポレーション 098-936-2039 有 \2,995

3(月） 循環生活リサイクルセミナー 13:00 ～ 16:00 セミナー 大会議室１ 500 アールシーライン㈱ 027-234-4222 無
関係者
その他

3(月)
～4(火)

小椋佳コンサート｢デジャブ｣～赤のあとさき～ コンサート 劇　場 3,000 沖縄テレビ放送 098-869-4415 有
S席\6500
A席\5500

3(月)
～5(水)

沈陽雑伎團沖縄公演
中国雑技団による文化交流･社会福
祉チャリティー公演

展示場 12,040 ㈲デフ･エンタープライズ 098-862-8669 有

<大人>
S席\3500
A席\3000
<小人>

S席\2800
A席\2300

6(木） ＮＨＣ沖縄販社ＡＤ会議 13:00 ～ 16:30 社員訓練 大会議室2 100 ㈱NHC沖縄販社 098-983-9955 無 会員

7(金)
～9(日)

ダニエル・ホワイトサイド講演会 講演会
大会議室2
中会議室2

100 スワンハウス 045-431-8119 有 \2,999

8(土) 持摩正 特別講演会 13:30 ～ 16:30 講演会 大会議室2 200 ㈱エッチアールディ 098-879-6023 無
招待･会員
･関係者

9(日) 来間武男 沖宮子 ジョイントコンサート 18:00 ～ 21:00 歌謡民謡ショー 劇　場 1,700 来間武男 098-873-1638 有 \2,000

9(日) 引きの発想から踏み出す発想への展観 14:00 ～ 16:00 講演会 中会議室1 100 アップリフトリーダーシップセンター 098-932-7207 有 \3,000

10(月)
ダイハツ工業株式会社拠点長コンテスト招待旅行ディナー
パーティー

17:00 ～ 21:00 コンテスト表彰パーティー 劇　場 570 ＪＴＢ団体旅行千葉支店 043-290-8210 無 招待

11(火) 2004 SECAICHO 秋冬コレクション 10:00 ～ 17:00 シューズを展示して受注活動 小会議場４ 17 （資）丸山商会 098-862-2916 無

11(火) ルベルコスメティックス政策発表会 13:30 ～ 16:30 スタイルセミナー 大会議室2 156 タカラベルモント㈱ﾙﾍﾞﾙｺｽﾒﾃｨｸｽ 06-6641-5543 無

12(水) 勉強会・グランド会議 13:30 ～ 18:30 システムプランの説明・定例会議 中会議室 102 株式会社ナチュラリープラス 03-6230-2468 無 会員

14(金)
～16(日)

全国質流れ品！金融品大蔵ざらえ「沖縄の市」 9:00 ～ 18:00 展示販売 展示場 25,000 シー・エム･シー㈱ 082-256-0212 無 その他

12(水) ＮＨＣ沖縄販社健康美容教室 13:00 ～ 16:30 会社紹介、商品の説明 中会議室1 40 ㈱NHC沖縄販社 098-983-9955 無
会員

その他

15(土) 第4回沖縄県療養病床協会研究発表会 19:30 ～ 17:30 研究発表
大2・中2・小1,2

会議室
300 沖縄県療養病床協会 098-947-3555 無

《3日》
開場17:30
開演18:00

《4日》
開場14:00
開演14:30

《昼の部》
開場13:00
開演14:00
《夜の部》
開場18:00
開演19:00

《7日》
19:00～21:00

《8･9日》
9:30～17:30

沖縄コンベンションセンター催物案内　（平成１6年５月）

時 間
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15(土) ＶＳ(ヴィダルサスーン)沖縄大会 13:00 ～ 16:00 カットコンテスト
大会議室1
中会議室1

500 (財)琉球美容専修学校 098-868-2288 無
関係者
その他

16(日) 合唱組曲｢悪魔の飽食｣全国縦断コンサート 13:00 ～ 16:30 コンサート 劇　場 1,709
合唱組曲｢悪魔の飽食｣全国縦断コン
サート第14回沖縄公演実行委員会

098-863-2460 有 \3,000

16(日) ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾊﾟﾜｰPBS 14:00 ～ 19:30 研修 小会議室3～5 162 チェンジリーダーズカレッジ 03-5436-2233 無 関係者

16(日) ㈱グリオ　プロダクツセミナー 14:00 ～ 16:00 講演会
中会議室2
小会議室1

100 ㈱グリオ大阪支店 06-4705-6388 無 その他

16(日) NIKKEN ワークショップ 13:00 ～ 17:00 説明会 大会議室2 130 ㈱日本健康増進研究会 03-3568-6621 無

17(月) 沖縄寺子屋 17:30 ～ 21:30 講演会 小会議室1 30 やすらぎの村(外間) 098-861-2300 有 \2,000

18(火） IDA 就職研修 9:30 ～ 11:45 就職に関する説明会 大会議室２ 165 インターナショナルデザインアカデミー 098-942-6780 無

18(火） 沖縄振興開発金融公庫　平成17年度職員採用試験 13:00 ～ 15:45 職員採用試験 展示場 500 沖縄振興開発金融公庫 098-941-1700 無

18(火） 第４回日立ﾏｸｾﾙ商品勉強会、商談会 9:30 ～ 17:00 商品展示、商談会及び商品勉強会 中会議室２ 166 日立マクセル株式会社九州支店 092-713-1321 無 関係者

19(水) 平成16年度 水道事業連絡会議 14:30 ～ 16:30 会議 大会議室1 130 沖縄県企業局経営計画課 098-866-2805 無 関係者

20(木) さつきセミナー　２００４ 10:00 ～ 18:00 ソフトウエァの展示・説明会 中会議室２ 150 沖縄コンピューター販売　株式会社 098-898-5335 無 一般

20(木) 第45回(社)日本食品衛生協会九州ブロック大会　前夜祭 18:30 ～ 21:00 前夜祭 展示場 4,209 (社)沖縄県食品衛生協会 098-941-4381 無 会員

21(金) 第45回(社)日本食品衛生協会九州ブロック大会 9:00 ～ 12:00 大会 劇　場 4,209 (社)沖縄県食品衛生協会 098-941-4381 無 会員

21(金） 面接会 13:00 ～ 17:00
県外（大手企業内）製造会社、
契約社員の面接、採用登録会

小会議場１ ㈱アクティスキャリアサポート 092-482-7028 無

22(土) 日本大学通信教育部学事相談会 13:00 ～ 18:00
日本大学通信教育部指導員による
学事相談会

小会議室1 15 日本大学通信教育部 098-875-0457 無 関係者

23(日) 第2回沖縄県失語症者のつどい 13:00 ～ 16:10 公演､グループワーク､アトラクション 大１・中・特 302
(社)沖縄県脳卒中等リハビリテーショ
ン推進協議会

098-855-6545 無
会員

その他

23(日) ABE SCHOOL　アベスクール 14:00 ～ 21:30 セミナー 中会議室2 40 ソーマ･コーポレーション 098-936-2039 無 会員

23(日) ㈱グリオ　沖縄GMC 13:00 ～ 19:00 講演会
大2

小会議室1･2
200 ㈱グリオ大阪支店 06-4705-6388 無 その他

24(月) 沖縄ナショナル建材　商品ご説明会 16:00 ～ 18:30 商品ご説明会 大会議室２ 150 沖縄ナショナル建材㈱ 098-878-6363 無

25(火） ㈱エヌエイチシー沖縄販社マネージメントセミナー 13:00 ～ 16:30 展示、ビジネス訓練 大会議室2 80 ㈱エヌエイチシー沖縄販社 098-983-9955 無 会員

25(火） 第28回日本応用磁気学会学術講演会実行委員会会議 9:00 ～ 12:00 実行委員会打ち合わせ 小会議４ 25
第28回日本応用磁気学会学術講演会
実行委員会

098-895-8683 無 関係者
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26(水) 沖縄ユアサやまずみ会　幹事会　総会　講演会
16:30
15:00

～
18:30
16:40

幹事会・総会・講演会
中会議室2
小会議室１

60～
100

沖縄ユアサやまずみの会 098-876-2191 無

25(火） 松下電器産業㈱デジタルサミット 10:00 ～ 13:00 AV商品新製品発表会
大1・中1･特別

会議室
110 沖縄松下ライフエレクトロニクス 098-877-1221 無 関係者

26(水) タヒチアンノニインク　愛用者の集い 19:00 ～ 21:30 健康講座 大会議室２ 210 タヒチアンノニインク 098-870-2361 有 \1,000

26(水) 積算資格認定試験事前講習会 9:30 ～ 16:30 講習会会場 大会議室2 100 (社)日本サッシ協会 03-3500-3446 無 関係者

26(水)～
27(木)

ビーコムグループ　面接・会社説明会 9:00 ～ 18:00 自社説明会　及び　､面接 小会議室２ 8～ ㈱ビーコムディー・エー 045-261-1022 無

27(木) 沖縄コールセンター産業協議会総会 15:00 ～ 16:45 総会及び意見交換 小会議室１ 15 沖縄コールセンター産業協議会 098-869-7521 無 会員

27(木) 合同企業説明会 9:00 ～ 17:00
新規学卒者と企業の為の合同企業
説明会

大会議室1
中会議室１

1,000 ㈱求人おきなわ 098-864-5680 無

28(金) 面接会 13:00 ～ 17:00
県外（大手企業内）製造会社、
契約社員の面接、採用登録会

小会議室1 ㈱アクティスキャリアサポート 092-482-7028 無

28(金) Microsoft SECURE SYSTEM Training Tour 2004 10:30 ～ 18:00
ユーザー･パートナー向けのセミ
ナー

小会議室3～5 105 ㈱ジェイファクトリー 03-3341-5852 無 その他

29(土) 面接会 15:00 ～ 17:00 会社説明会 小会議室1 10 株式会社アクセス 無

29(土) 越智啓子講演会 13:00 ～ 16:00
光との連携プレー～光の仕事人～
についての講演

大会議室1 300 ㈱リフレックス煌セラ事業部 098-866-4563 有 \3,500

29(土) 沖縄県糖尿病療養指導士会　平成16年総会 15:00 ～ 16:30
沖縄県糖尿病療養指導士会
平成16年総会

中会議室1 50 沖縄県糖尿病療養指導士会 098-895-3255 無 関係者

29(土) 泡盛の品質表示基準講演会 16:00 ～ 17:30 沖縄観光産業研究会
小会議室3･4･

5
100 講演会 03-3507-0070 無

29(土) 第2回ちゅぴこん(沖縄ｽﾋﾟﾘﾁｭｱﾙ･ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ) 14:00 ～ 21:00
癒しを中心としたﾎﾞﾃﾞｨﾒﾝﾀﾙとｽﾋﾟﾘﾁｭｱﾙな
文化の支援,女性の自立支援のﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ

大会議室2 600 沖縄ちゅぴこん事務局 043-276-5025 有 \999

30(日) ドルフィンスター体験入門 10:00 ～ 16:30 コミュニケーション講演、セミナー 特別会議室 15 コミックビジョン・スペース 03-3791-8465 無 一般

30(日) 由紀さおり･安田祥子　童謡コンサート 14:00 ～ 18:00 コンサート 劇　場 1,600 沖縄テレビ放送㈱ 098-869-4415 有
S席\5500
A席\5000
B席\3500

30(日) 営業所会（勉強会） 12:00 ～ 17:00 勉強会 小会議室1 26 ミキ沖縄 098-850-1180 無

31(月) 平成16年度　総会 15:00 ～ 17:45
平成15年度決算､平成16年度予算､
事業計画の審議

中会議室1 80 沖縄県私立幼稚園連合会 098-858-6600 無 関係者

※主催者の都合により変更･ｷｬﾝｾﾙになる場合もあります。


