
第606号 〔5〕　2001年（平成13年）7月 広報 市民の友 

日   時　7月24日(火)・8月29日(水) 
10:00AM～12:00PM 
定　員　各10人　　参加費　500円 
 

    7月20日（金
    7月24日（火
          25日（水
    8月  1日（水
　　    2日（木
            7日（火
          11日（土

 　7月24日（火）  写生教室 
 　7月25日（水）・8月1日（水）  紙粘土教室 
 　7月26日（木）・8月2日（木）・7日（火）  焼物教室 
　 8月18日（土）～19日（日）  キャンプ 
 　  　21日（火）   空手教室 

 　7月30日（月）  児童劇鑑賞会 
　 8月  7日（火） 
　　    21日（火）　        　　   　     
　　　13日（月）    スポーツ交流会（憩の家合同） 
　　　25日（土）　安謝ふれあい祭り 
　　　28日（火）　児童館名画座 

　 7月21日（土）・22日（日） 
　サマーキャンプ　（糸満青年の家） 

　7月26日（木）～28日（土）　お化け屋敷 
　8月  2日（木） 
　　    9日（木）  
　　  16日（木）  
　8月  3日（金）　手作り教室 
 　     11日（土）　クッキング教室 
    　  21日（火）～25日（土）空手教室 
 　     27日（月）～29日（水）英会話教室 
 　     27日（月）～31日（金）宿題週間 

 　7月25日（水）  親子陶芸教室　 
 　8月  4日（土）  夕涼み会 
    　　 7日（火）  工作教室 
   　　16日（木）  みんなで遊ぼう（段ボー         
　　　　　　　　 ル工作） 
    　   17日（金）  館内卓球大会 
    　  
           25日（土） 
           26日（日） 

    7月26日（木）～28日（土）大迷路 
 　　 31日（火）    陶芸教室　 
 　8月 4日（土）～5日（日）野外キャンプ 
    　    9日・16日・23日（毎木）　 　　　　
　　　　　  　　　おやこ施設めぐり 
 　　 10日（金）   写生大会 
    　  13日（月）   工作教室 
   　   18日（土）   わくわくクッキング 

    7月28日 （土
    　  31日 （火
    8月  2日・ 9
    　    3日・1
            4日  （
  　　  6日・1
    　  15日  （
    　  25日  （
    　  30日  （

    7月19日（木
 　 　24日（火
 　 　27日（金
    8月  9日（木
 　     11日（土
 　     17日（金
 　     21日（火
 　     22日（水
 　   未　定　

　7月22日（日
　　  26日（木
    8月  1日（水
 　　   4日（土
　　    7日（火
 　　 22日（水
 　　 27日（月

児童館  児 童 館  児 童 館  那覇の生い立ちをしろう 

日　時　　８月12日（日）9：30～ 

集合場所　　与儀公園（機関車前） 

定　員　　100名（約30組） 

対象者　市内の小中学生と保護者 
　　　　応募者多数の場合は抽選 

参加費　大人1,000円、子供500円 

申　込　往復ハガキに住所、参加者 

　　　　の氏名・電話番号を記入の 

　　　　上、８月１日（水）までに 

　　　　到着するように申し込む。 

　　　　順路など詳しいことは、お 

　　　　問合わせください。 

　853-5776（樋川2-8-8） 

市立図書館 

日   時　7月23日(月)～8月31日(金) 
　　　　土・日を除く毎日 
定   員　毎日3人 
参加費　500円 

高機による裂き織り体験 
 

日   時　8月6日(月) 
　　　   10:00AM～12:00PM 
定   員　30人　参加費　200円 
 
 

牛乳パックと古着を利用した 

　小物入れ作り 

日   時　8月14日(火)10:00AM～12:00PM 
定   員　20人　参加費　100円 
 
 

裂き織りでコースターを作ろう!

日   時　8月16日(木)　10:00AM～12:00PM 
定   員　20人　参加費　200円 
 
 

ハギレやボタンなどを利用したアクセサリー作り 

日   時　8月20日(月) 
10:00AM～12:00PM 
定   員　20人 
参加費　50円 
 
 

マイ箸入れ作り 

日　時　7月27日(金) 
　　10:00AM～12:00PM 
定   員　7名 
参加費　無料 
 
 

ごみ処理施設見学 

日　時　8月24日(金) 
　　　　10:00AM～1:00PM 
定   員　10人    
参加費　200円(おいしい物付き) 
 

ソーラークッキング& 
　　　生ごみ処理の仕方 日　時　8月30日(木) 

10:00AM～12:00PM 
定   員　20人    
参加費　無料 

ぞうきん作り 

日   時　7月24日(火)・8月29日(水) 
10:00AM～12:00PM 
定　員　各10人　　参加費　500円 
 

藍染め体験 

日   時　8月18日(土)　1:00PM～4:00PM 
定　員　親子10組(小学生以上と親) 
参加費　親子1500円　 
　　　　(1人増すごとに500円追加) 
 

木工教室  

廃材や小枝を使って虫作り 

内容 内容 内容 

ロクロ成型 
吹き玉作り 
紅型（コースター） 
織り（コースター） 
 

那覇市伝統工芸館 

焼却炉・ごみ埋め立て地 
・リサイクルプラザを見学 

国場児童館　 

金城児

壺屋

久茂地児童館　　 

久場川

若狭児

1855－2696 
 

1862－1889 
 

1854－9656 
 

1857－5377 
 

1862－4341　 
 

1884－0491

小禄児童館　　 

安謝児童館　　　 
 

大名児童館　 

識名児童館　　 

リサイクルプラザリサイクルプラザリサイクルプラザ

文化財課

1

1

陶芸教室 

宿泊体験教室 
（玉城少年自然の家） 

手作り教室 

期間： 

 

 

受付： 

場所： 

内容： 

平成13年７月20日（金） 

～８月30日（木）　 

AM10:00～PM５：00 

事前に予約ください。 

那覇市伝統工芸館 

工芸体験（陶器、紅型、 

琉球ガラス、琉球漆器、 

首里織り等）有料 

期間： 

 

 

場所： 

内容： 

平成13年８月３日（金）～ 

８月５日（日）　３日間　 

AM9:00～PM6：00 

那覇市伝統工芸館 

工芸品販売、市長賞作品 

展示、実演、体験コーナー、 

子供工芸体験無料コーナー 

（１）壷屋焼 

（２）ガラス 

（３）漆器 

（４）紅型 

（５）首里織 

　　時　間 
AM10:00～PM5:00 

AM10:00～PM5:00 

AM10:00～PM5:00 

AM10:00～PM5:00 

AM10:00～PM5:00


