
終更新2007/３/16

期 日 催 事 名 内 容 場　 所 主催者 連絡先 料金 備 考

２（金）～
３（土）

ジェロントロジー国際総合会議　2007
in　OKINAWA

～
学術会議・芸術パ
フォーマンス

劇場
A1　B1

NPO法人　日本ケア
フィットサービス協会

03-5227-1171 有
3日のｺﾝｻｰﾄ
のみ\3,000

２（金） おそうじ本舗　事業説明会 19:00 ～ 21:00 事業説明会 B6 長谷川興産㈱ 06-4806-3530 なし

３（土） おそうじ本舗　事業説明会 11:00 ～ 16:00 事業説明会 B6 長谷川興産㈱ 06-4806-3530 なし

３（土）～
４（日）

オールトヨタ　’07　フルラインアップ
フェスティバル

10:00 ～ 18:00 自動車等の展示 展示場 トヨタカローラ沖縄㈱ 098-877-2152 なし

４（日）
Music Festival 2007 in OKINAWA　陸
上自衛隊西部方面音楽まつり

19:00 ～ 21:00 音楽演奏会
劇場
C1･2

陸上自衛隊西部方面総
監部広報室

096-368-5111
（内2303） なし 整理券

４（日）
美作大学・美作大学短期大学部
沖縄県就職懇談会

13:00 ～ 16:30 就職支援講演会 B1
美作大学・美作大学短
期大学部就職支援室

0868-22-3614 なし 関係者

４（日） おそうじ本舗　事業説明会 11:00 ～ 16:00 事業説明会 B6 長谷川興産㈱ 06-4806-3530 なし

５（月） ㈱ココスジャパン　セミナー
9:30

13:30
～

12:30
16:30 会社説明会 B4 ㈱ココスジャパン 03-6833-8009 なし

７（水）
専修学校那覇日経ビジネス工学院
平成18年度卒業式

13:00 ～ 15:30 卒業式典 劇場
専修学校　那覇日経ビ
ジネス工学院

098-866-9611 なし 関係者

７（水）～
９（金）

第23回ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ・情報ﾈｯﾄﾜｰｸ研
究ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（A1)　2007年3月ﾈｯﾄﾜｰｸ
ｼｽﾃﾑ研究会・情報ﾈｯﾄﾜｰｸ研究会
（B3～B7）

～
会議及び研究発
表

A1　B3～7
（社）電子情報通信学会
通信ｿｻｲｴﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｼｽ
ﾃﾑ研究専門委員会

045-566-1755 なし

８（木）
平成18年度　学校法人ＫＢＣ学園
卒業式

13:30 ～ 18:30 卒業式典
劇場　C1･2

展示場
（学）ＫＢＣ学園 098-863-7665 なし 関係者

８（木）
（学）ＫＢＣ学園　専修学校ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅ
ﾙｱｶﾃﾞﾐｰ　平成18年度　卒業謝恩会

16:30 ～ 18:00 謝恩会 B1
（学）ＫＢＣ学園　専修学
校ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｱｶﾃﾞﾐｰ

098-942-6780 なし 関係者

９（金）
「住生活基本計画案」及び「耐震改修
促進計画案」の解説と環境デザイン
講演会

13:30 ～ 17:00 講演会 B1 （社）沖縄県建築士会 098-879-7727 なし 関係者

１０（土）
セントラル短資オンライントレード㈱
沖縄セミナー

13:00 ～ 16:30
外国為替に関する
講演

A1･3
セントラル短資オンライ
ントレード㈱

03-3242-5600 なし 招待者

１０（土） 第33回　九州代謝・栄養研究会 8:50 ～ 12:30 学術集会 B1･3 琉球大学医学部
098-895-3331

（内2410） なし 関係者

１０（土）～
１１（日）

沖縄マツダ
決算Superラインナップフェア

10:00 ～ 19:00 自動車等の展示 展示場 沖縄マツダ販売㈱ 098-877-6210 なし

１０（土）～
１１（日） エホバの証人の巡回大会 9:40 ～ 15:55 聖書講演会 劇場

エホバの証人の沖縄第
3巡回区

098-877-9535 なし 関係者

１１（日）
第2回　SYMBA NETWORK
コンベンション

14:00 ～ 17:30 社員総会
A1～3
B1～4

㈱信羽 098-871-3100 なし 関係者

１２（月） ㈱ティエスティ　会社説明会 13:30 ～ 16:00 会社説明会 B5 ㈱ティエスティ 092-436-3714 なし 学生

１３（火）～
１４（水）

宅地建物取引主任者資格登録に係る
登録実務講習

～ 講習会 B1･3
（財）不動産流通近代化
センター

03-3986-0530 なし

１４（水） 円天広場＆あかりコンサート 12:30 ～ 18:00
歌謡ショー・地方
物産の交流会

展示場
劇場

ＮＰＯ法人
あかり研究所

03-5367-2867 なし 招待者

時 間

沖縄コンベンションセンター催物案内

※主催者の都合により変更やキャンセルになる場合もございます。
詳しくは、主催者にご確認下さい。
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期 日 催 事 名 内 容 場　 所 主催者 連絡先 料金 備 考時 間

沖縄コンベンションセンター催物案内

※主催者の都合により変更やキャンセルになる場合もございます。
詳しくは、主催者にご確認下さい。

１４（水）
平野秀典セミナー「感動を生み出す表
現力の魔法」

14:00 ～ 16:00 講演会 A1
ＡＩＧスター生命保険
㈱

098-942-2735 有 \3,000

１７（土）
㈱星野リゾート宿泊予約センター会社
説明会

14:00 ～ 15:00 会社説明会 B6 ㈱星野リゾート 098-869-3788 なし

１７（土）～
１８（日） すくすく健康子育てフェスティバル 10:00 ～ 17:00

子育てフェスティ
バル

展示場 沖縄テレビ放送㈱ 098-863-2111 なし

１８（日） 第25回　沖縄県人工透析研究会 9:00 ～ 学術発表
A1～3

B1･3～7
沖縄県人工透析研究会 098-895-1186 なし 会員

１９（月）
㈱星野リゾート宿泊予約センター会社
説明会

14:00 ～ 15:00 会社説明会 B6 ㈱星野リゾート 098-869-3788 なし

１９（月）
フォーライフリサーチ　ビジネスセミ
ナー

13:30 ～ 16:30 会議研修 B2
フォーライフリサーチ
ジャパン

092-471-0661 なし

１９（月）
㈱リクルートＲ＆Ｄスタッフィング　会
社説明会

10:00 ～ 13:00 会社説明会 B4
㈱リクルートＲ＆Ｄスタッ
フィング

03-5428-8321 なし

２０（火）～
２２（木）

ホシザキ電機60周年感謝祭　スプリン
グフェア　2007

10:00 ～ 17:00
業務用厨房機器
全般の展示及び
販売

展示場 ホシザキ沖縄㈱ 098-861-1240 なし

２０（火）
ユナイテッド・パワー㈱法人事業説明
会・ＩＴ事業説明会

15:00 ～ 21:00 事業説明会 B3
ユナイテッド・パワー
㈱

03-5436-2237 なし

２１（水） バレエ組曲『カルメン』
14:00
19:00

～
16:30
21:30

クラシックバレエ
公演

劇場
C1 沖縄タイムス社 098-860-3000 有 \4,500

２１（水） 県外企業合同就職説明会 12:00 ～ 17:00 就職説明会 A1･3 ㈱求人おきなわ 098-862-2490 なし

２１（水） ヤマハ英語教室「イースターパーティ」 10:30 ～ 16:00

ヤマハ英語教室
生徒を集めての
ゲーム等のイベン
ト

B2～4 文教楽器㈱ 098-832-1313 なし

２２（木） ㈱テンガイ会社説明会 10:00 ～ 16:00 会社説明会 A3 ㈱テンガイ 0942-42-6651 なし

２３（金） 徐葆光記念事業資金造成公演 18:30 ～ 20:15 公演 劇場
徐葆光記念事業期成会
事務局

080-1783-5928 有 \3,000

２３（金） ㈱ココスジャパン　採用選考 9:30 ～ 16:30 採用選考 B4 ㈱ココスジャパン 03-6833-8009 なし


