
8月22日（木）
午前10時～12時
定員  親子10組   無料

企業や行政に手紙を書こう

8月30日（金）
午前10時～12時
定員  親子10組
材料代1000円（親子）

※藍染め　

2002年（平成14年）7月　第618号〔４〕

本庁市民課・国民健康保険課の窓口は毎日午後６時まで開いてます。（土・日、祝日を除く）

第618号〔５〕　2002年（平成14年）7月

「水」ピンチ！水不足が続いています。ひきつづき、節水にご協力をお願いします。

７月２０日（土）～２２日（月）　自然体験
　　２３日（火）　交通安全指導
　　２４日（水）　折り紙教室
　　２７日（土）　そうめん流し
　　３０日（火）　シーサー作り
８月３日（土）・４日（日）　もの作り体験教室
　　　６日（火）７日（水）　かご作り
　　１５日（木）　ボディペイント
　　１７日（土）　神原通り会祭り
　　２９日（木）～３１日（土）巨大迷路

壺屋児童館 1863-8682
７月２０日（土）～２２日（月）　自然体験
　　２３日（火）　交通安全指導
　　２４日（水）　折り紙教室
　　２７日（土）　そうめん流し
　　３０日（火）　シーサー作り
８月３日（土）・４日（日）　もの作り体験教室
　　　６日（火）７日（水）　かご作り
　　１５日（木）　ボディペイント
　　１７日（土）　神原通り会祭り
　　２９日（木）～３１日（土）巨大迷路

壺屋児童館 1863-8682

７月２０日（土）　螢の観察会
　　２７日（土）　親子陶芸教室
８月　３日（土）　夕涼み会
　　　６日（火）　工作教室
　　１０日（土）　海の観察会
　　１３日（火）　地域ふれあいあそび
　　１７日（土）　体力増進教室
　　２７日（火）　夏の収穫祭（クッキング）
８月中旬　劇公演

国場児童館 1855-2696
７月２０日（土）　螢の観察会
　　２７日（土）　親子陶芸教室
８月　３日（土）　夕涼み会
　　　６日（火）　工作教室
　　１０日（土）　海の観察会
　　１３日（火）　地域ふれあいあそび
　　１７日（土）　体力増進教室
　　２７日（火）　夏の収穫祭（クッキング）
８月中旬　劇公演

国場児童館 1855-2696

７月２０日（土）　自然体験（川遊び）in比地大滝
　　２３日（火）　陶芸教室（しっくいシーサーづくり）
　　２５日（木）　おばけ屋敷ツアー
　　２９日（月）～８月１日（木）　習字教室
　　３０日（火）　工作教室
８月　１日（木）　一輪車大会
　　　２日（金）　Let

,
sクッキング

　　　７日（水）　プラネタリウム見学
　　　９日（金）　夏休み卓球大会

若狭児童館 1867-7266
７月２０日（土）　自然体験（川遊び）in比地大滝
　　２３日（火）　陶芸教室（しっくいシーサーづくり）
　　２５日（木）　おばけ屋敷ツアー
　　２９日（月）～８月１日（木）　習字教室
　　３０日（火）　工作教室
８月　１日（木）　一輪車大会
　　　２日（金）　Let

,
sクッキング

　　　７日（水）　プラネタリウム見学
　　　９日（金）　夏休み卓球大会

1867-7266若狭児童館

７月　６日（土）　七夕まつり
　　２７日（土）～２８日（日）　キャンプ
８月　６日（火）　工作教室
　　１３日（火）　スポーツ週間
　　１６日（金）　館内卓球大会
　　２７日（火）　手作り教室（クッキング）

小禄児童館 1857-5377
７月　６日（土）　七夕まつり
　　２７日（土）～２８日（日）　キャンプ
８月　６日（火）　工作教室
　　１３日（火）　スポーツ週間
　　１６日（金）　館内卓球大会
　　２７日（火）　手作り教室（クッキング）

小禄児童館 1857-5377

７月２０日（土）　海の観察
８月１日（木）・８日（木）　こどもクッキング
　　３日（土）・６日（火）　夏休み工房
　　　９日（金）　夏休みピクニック
　　１５日（木）・１６日（金）　館内キャンプ

久場川児童館 1886-5674
７月２０日（土）　海の観察
８月１日（木）・８日（木）　こどもクッキング
　　３日（土）・６日（火）　夏休み工房
　　　９日（金）　夏休みピクニック
　　１５日（木）・１６日（金）　館内キャンプ

久場川児童館 1886-5674

７月２３日（火）　写生教室
　　２４日（水）・３１日（水）　紙粘土教室
７月２５日（木）・８月１日（木）　焼物教室
８月３日（土）・４日（日）　自然体験学習
　　１６日（金）・２０日（火）　手作り教室
　　２６日（月）～３０日（金）　空手教室

識名児童館 1854-9656
７月２３日（火）　写生教室
　　２４日（水）・３１日（水）　紙粘土教室
７月２５日（木）・８月１日（木）　焼物教室
８月３日（土）・４日（日）　自然体験学習
　　１６日（金）・２０日（火）　手作り教室
　　２６日（月）～３０日（金）　空手教室

識名児童館 1854-9656

７月２５日（木）～２７（土）　大迷路大会
　　３０日（火）　陶芸教室
８月６日（火）～７日（水）　野外キャンプ
　　　８日（木）　わくわくクッキング
　　　９日（金）　写生大会
　　１０日（土）　工作教室
　　１３日（火）・２０日（火）・２７日（火）
　　　　　　　　　親子施設めぐり
８月２４日（土）～２５日（日）
　　　　　　　　　ナイトウォークラリー

大名児童館 1884-0491
７月２５日（木）～２７（土）　大迷路大会
　　３０日（火）　陶芸教室
８月６日（火）～７日（水）　野外キャンプ
　　　８日（木）　わくわくクッキング
　　　９日（金）　写生大会
　　１０日（土）　工作教室
　　１３日（火）・２０日（火）・２７日（火）
　　　　　　　　　親子施設めぐり
８月２４日（土）～２５日（日）
　　　　　　　　　ナイトウォークラリー

大名児童館 1884-0491

安謝児童館 1862-4341
７月２０日（土）～２１（日）　サマーキャンプ
　　３１日（水）　児童館名画座劇場
８月　２日（金）　こどもの城劇場
　　　３日（土）　親子自然観察会
　　１０日（土）～１１（日）　宿泊体験学習
　　１３日（火）～２７（火）　夏休み手作り教室
　　２４日（土）　安謝ふれあい夏祭り
　　３１日（土）　児童館名画座劇場

安謝児童館 1862-4341
７月２０日（土）～２１（日）　サマーキャンプ
　　３１日（水）　児童館名画座劇場
８月　２日（金）　こどもの城劇場
　　　３日（土）　親子自然観察会
　　１０日（土）～１１（日）　宿泊体験学習
　　１３日（火）～２７（火）　夏休み手作り教室
　　２４日（土）　安謝ふれあい夏祭り
　　３１日（土）　児童館名画座劇場

焼却炉・ごみ埋め立て
地・リサイクルプラザ
7月30日（火）
8月29日（木）
午前10時～12時
定員各7名　無料

ごみ処理施設見学 廃油から石けん作り
8月7日（水）
午前10時～12時
定員  親子10組
材料代100円（親子）

8月9日（金）
午前10時～12時
定員  親子15組  無料

裂き織りでコースター作り

8月10日（土）
午前10時～午後1時
定員  親子15組
材料代700円（親子）

※木工教室 ウッドチャイム作り ※草木染め　
8月11日（日）
8月27日（火）
午前10時～午後2時
定員  各親子5組
材料代500円（親子）

8月12日（月）
午前10時～12時
定員  親子15組   無料

ハギレやボタンなどを
利用してアクセサリー作り

8月14日（水）
午前10時～12時
定員  親子10組   無料

帽子に日除けをつけよう 古着でブローチ作り
8月15日（木）
午前10時～12時
定員  親子15組   無料

8月16日（金）
午前9時～12時
定員  親子5組
材料代100円（親子）

布ぞうり作り

8月19日（月）
午前10時～12時
定員  親子15組   無料

マイ箸入れ作り 牛乳パックからハガキ作り
8月20日（火）
午前10時～12時
定員  親子10組   無料

8月21日（水）
午前10時～12時
定員  親子15組   無料

ぞうきん作り

高機による裂き織り体験
7月22日（月）～
8月30日（金）
土・日を除く毎日
定員  毎日3人
材料代500円

首里の街のごみ拾い

7月24日（水）
8月28日（水）
午前9時～10時30分
集合場所未定

7月26日（金）
午前9時～12時
定員  親子10組
材料代500円（親子）

※野草を食べよう　

リサイクルプラザ（アースの会）リサイクルプラザ（アースの会）リサイクルプラザ（アースの会）リサイクルプラザ（アースの会）
1889-5396　2週間前までに予約

※印は、1週間前までに往復ハガキで申し込む（抽選）
〒901-1105　南風原町字新川641

壺 屋 焼 物 博 物 館 1 8 6 2 - 3 7 6 1（　　　　）〒902-0065
　　壺屋１-９-32
〒902-0065
　　壺屋１-９-32（　　　　）1 8 6 2 - 3 7 6 1壺 屋 焼 物 博 物 館

４つぼやをみ展・さわっ展（企画展）
内容：沖縄の伝統工芸「壺屋焼」を、見て、さわって、試して、クイズをときながら、
　　　楽しく学びましょう。
期日：7月16日（火）～8月11日（日）　場所：壺屋焼物博物館　3階企画展示室
入場料：無料　（1、2階の常設展示室は有料です。）

３壺屋やちむん探検隊
期日：8月24日（土）、31日（土）
　　　両日とも1日2回実施。午前10時～12時　午後3時～5時
場所：壺屋焼物博物館と壺屋地域　対象：小学校3年生以上の児童・生徒と保護者
申込期間：8月1日（木）から希望する回の前日まで　
申込方法：博物館まで電話で申し込む。
費用：大人252円、小中学生84円　※参加当日は、鉛筆・水筒・帽子・はきなれた
　　　靴をご準備下さい。

２夏休み！おやこ体験教室（張り子のシーサーづくり）
期日：8月2日（金）…作品作り  午前の部  10時～12時、午後の部  2時30分～4時30分  8月14日（水）…作品展示・修了書授与  10時～12時
場所：壺屋焼物博物館　屋上広場（ニシヌメー広場）　対象：那覇市内在住の親子
定員：午前の部　親子10組、午後の部　親子10組（計20組）※応募者多数の場合は抽選
申込期間：7月1日（月）～16日（火）〈必着〉　申込方法：往復ハガキに「おやこ体験教室」と明記し、q氏名（ふりがな）、
　　　　　w学校名・学年、e住所・電話番号、r午前又は午後t参加人数を記入し、申し込む。　費用：1800円（材料費）
作品展示会：壺屋焼物博物館　3階企画展示室　8月15日（木）～18日（日）

１夏休みこどもやきもの体験教室
期日：7月31日（10時～13時）、8月7日（10時～12時）、8月14日（10時～12時）　場所：国場陶芸
対象：那覇市内在住の小学校3～６年生　定員：40人※応募者多数の場合は抽選　申込期間：7月1日（月）～10日（水）〈必着〉
申込方法：往復ハガキに「こどもやきもの体験教室」と明記し、q氏名（ふりがな）、w小学校名・学年、e住所・電話番号を記入
　　　　　し、申し込む。　費用：2000円（材料費）
作品展示会：壺屋焼物博物館　3階企画展示室　8月15日（木）～18日（日）　

夏休み！親と子の工芸体験
期間：7月20日（土）～8月31日（土）9時～18時
　　　（火曜日は定休日）
会場：那覇市伝統工芸館
　　 入館無料（ただし、特別展示場は有料）
　（1）親と子の工芸体験コーナー（有料）
　　　品目…ガラス、びんがた、陶器、漆喰シーサー
　（2）特別販売コーナー（1階ロビー）

那覇市伝統工芸館  1858-6655

親子ふれあい事業
「作ってみよう！カンカラ三線
　　　～沖縄の楽器に親しもう～」
期間：7月28日～8月17日　全5回
定員：親子15組
場所：若狭公民館（ホール・第1研修室）
対象：那覇市在住・在学の小学4～6年生の児童
　　 と保護者
受講料：無料　但し、材料費は自己負担
申込：7月15日（月）～17日（水）　9時～17時

若狭公民館　1869-8623

親子ふれあい教室（土器を作ろう・野焼き）
日時：8月17日（土）・24日（土）〈8月16日（金）事前学習・土づくり〉
場所：県立埋蔵文化財センター
対象：小学校3～6年生と保護者
定員：親子20組　受講料：無料（但し実費負担有り）
申込：7月22日（月）～24日（水）9～17時

少年教室（わくわくキャンプイン渡嘉敷）
日時：7月26日（金）・27日（土）　〈7月21日（日）事前研修〉
場所：国立沖縄青年の家キャンプ場（渡嘉敷村）
対象：小学校4年生～中学生　定員：40人
受講料：無料（但し実費負担有り）
申込：7月9日（火）～11日（木）9～17時

久茂地公民館　1867-0342

手作り紙芝居教室（久茂地）
8月13日（火）・14日（水）・16日（金）・17日（土）14：00～16：00

手作り絵本教室（若狭）
7月23日（火）・25日（木）・27日（土）13：00～

シーサー教室（首里）
日程等についてはお問い合わせください。（8月上旬）

手作り絵本教室（小禄南）
日程等についてはお問い合わせください。（7月下旬）

おはなしの集い（小禄南）
日程等についてはお問い合わせください。（8月上旬）

わくわくこども会（中央）
8月3日（土）14：00～

市立図書館

毎週土曜日　11：00～
　　　　　　　中央・若狭（折り紙も実施）

第２土曜日　11：00～
　　　　　　　小禄南・首里

第４土曜日　11：00～
　　　　　　　小禄南・石嶺・首里

毎週日曜日　14：00～
　　　　　　　久茂地

おはなし会

第１日曜日　11：00～首里
第２土曜日　11：00～石嶺
第３日曜日　11：00～首里
第４土曜日　11：30～小禄南

映写会

毎週水曜日　11：00～小禄南

詳しいことは各図書館にお問い
合わせください。

中　央（832-2521）
首　里（884-5721）
久茂地（866-6040）
若　狭（869-4617）
小禄南（858-4696）
石　嶺（885-1115）

アニメ上映会

親子七夕星空観望会
日時：8月17日（土）
場所：久茂地公民館7階プラネタリウム室・屋上
対象：小学校4年生～中学生
定員：親子25組（50人）　※必ず保護者同伴　受講料：無料
申込：8月5日（月）～7日（水）9～17時

日曜日はプラネタリウムに行こうよ
（子どものためのプラネタリウム）

日時：8月4日（日）・9月1日（日）午前10時～11時
場所：久茂地公民館7階プラネタリウム室
対象：小学校4・5・6年生　定員：100名まで入場可
受講料：無料
申込：事前申込なし、当日来館

レッツ・キャンプ
～さわやかな自然の中で楽しく遊ぼう～
対　　象：那覇市在住、在勤の親と小学三年生以上中学生
　　　　　までの子
募集定員：おやこ15組
事前研修：7月20日（土）　午前10時～12時
キャンプ：7月27日（土）　午後2時～28日（日）12時半
集合場所：事前研修…中央公民館ホール
　　　　　本研修…沖縄県県民の森　現地集合、現地解散
受講料：無料
実費徴収：保険料、宿泊料金、食費を含む
　　　　　親子一組で3,500円
申　　込：7月10日（水）～12日（金）午前9時～午後5時

真和志まーい探検隊
対象：真和志地域の小学校5年生・6年生
日時：7月23日（火）、24日（水）、30日（火）
　　　31日（水）、8月4日（日）　9：30～12：00
受講料：無料、但し保険料実費徴収　募集人員：定員40名
申込：平成14年7月8日（月）～12日（金）午前9時～午後5時

親子ふれあい教室　親子ふれあいツーリングto瀬長島
日時：8月25日（日）午前9時30分県庁前広場集合
コース：県庁前～泉崎交差点～奥武山～垣花～高良～具志
　　　　～瀬長島を折り返し
対象：那覇市在住、在勤、在学の親子15組
受講料：無料（別途、保険料）
申込：8月12日（月）～16日（金）
　　　午前9時～午後5時（但し、正午～午後1時は除く）

中央公民館　1853-3707

少年教室チャレンジ ザ キャンプ～森の中の、さがしものは…虫?!…ともだち?!～
日時：体験学習　7月6日（土）～7日（日）
　　（オリエンテーション　6月29日（土）14時～16時）
場所：名護青年の家　対象：那覇市内の小学生（小学4年生～6年生）
定員：男子12人　女子12人
受講料：無料　但し実費自己負担￥3,000（食費・保険料・交通費等）
申込：6月17日（月）～21日（金）午前9時～午後5時

小禄南公民館　1858-0213

親子史跡めぐり
～那覇の生い立ちを知ろう～

お申し込み・お問い合わせ先　親子史跡めぐり係

1853-5776 （〒900-8553  樋川2-8-8）1853-5776 （〒900-8553  樋川2-8-8）文 化 財 課

日　　時：８月11日（日）
集合時間：午前9時30分（出発時間：午前10時）
集合場所：与儀公園（機関車前）
参加費用：大人1,000円　子ども500円（当日徴収）
定　　員：100名（約30組）
　　　　　　　※対象者は那覇市内小中学生と保護者
　　　　　　　※応募者多数の場合は抽選の上、ハガキで連絡いたします。
６．申込方法：往復ハガキに、住所・参加者全員の氏名・電話番号
　　　　　　　を記入の上、必ず  ８月１日（木）までに
　　　　　　　到着するようにお申し込み下さい。

７月　４日（木）～５（金）　七夕笹かざりづくり
　　　６日（土）　星の観察
　　　９日（火）　交通安全指導
　　２４日（水）～２６（金）　おばけ屋敷
　　３０日（火）～８月１日（木）　空手教室
８月　８日（木）　陶芸教室
　　　９日（金）　工作教室
　　１４日（水）　写生大会
　　１７日（土）～１８日（日）　山原キャンプ
　　１９日（月）～２１日（水）　英会話
　　２６日（月）～３０日（金）　宿題週間

久茂地児童館 1862-1889
７月　４日（木）～５（金）　七夕笹かざりづくり
　　　６日（土）　星の観察
　　　９日（火）　交通安全指導
　　２４日（水）～２６（金）　おばけ屋敷
　　３０日（火）～８月１日（木）　空手教室
８月　８日（木）　陶芸教室
　　　９日（金）　工作教室
　　１４日（水）　写生大会
　　１７日（土）～１８日（日）　山原キャンプ
　　１９日（月）～２１日（水）　英会話
　　２６日（月）～３０日（金）　宿題週間

久茂地児童館 1862-1889

夏休みまで、カウントダウンだ！
何をしようか悩んでいる君！
もっと楽しく、あそびや勉強に役立つこと、
たくさん見つけよう(^o^)/

少年教室
「ワクワク！ウキウキ！キャンプを体験しよう」

対象：市内小学校4年生以上（男女各20名）　定員：40名
期日：平成14年7月24日（水）～26日（金）の2泊3日
　　（事前学習を7月21日〈日〉12時30分から15時30分まで
　　　久茂地公民館で行います）
場所：石川少年自然の家
申込み：7月2日（火）～7月5日（金）午前9時～午後5時
受講料：無料（ただしバス賃、食事代等実費徴収あり）

ふれあい教室
「つくって遊ぼう！ブンブンゼミ＆ビュンビュン独楽」

対象：市内小学生親子30組　
期日：7月30日（火）午前10時から12時
場所：首里公民館3階展示室
申込み：7月15日（月）～7月17日（水）午前9時～午後5時
受講料：無料（ただし材料費として200円の徴収あり）

首里公民館　1885-2061

こ ま

時間や場所が変わ
ることもあります。
前もって電話で
たしかめてネ!!

７月２７日（土）　お菓子作り
８月１日（木）・８日（木）
　１５日（木）・２２日（木）
　　２日（金）・９日（金）
　１６日（金）・２３日（金）
　　３日（土）　レクゲーム
　　５日（月）・１２日（月）
　１９日（月）・２６日（月）
　　１７日（土）　ビデオ鑑賞会
　　２１日（水）　社会見学
　　２７日（火）　図工教室

金城児童館 1859-0099

やちむん教室｝
卓球教室｝

習字教室｝

７月２７日（土）　お菓子作り
８月１日（木）・８日（木）
　１５日（木）・２２日（木）
　　２日（金）・９日（金）
　１６日（金）・２３日（金）
　　３日（土）　レクゲーム
　　５日（月）・１２日（月）
　１９日（月）・２６日（月）
　　１７日（土）　ビデオ鑑賞会
　　２１日（水）　社会見学
　　２７日（火）　図工教室

金城児童館 1859-0099

やちむん教室｝
卓球教室｝

習字教室｝

夏休みお楽しみJOHO夏休みお楽しみJOHO


