
2003年（平成15年）7月　第630号〔４〕第630号〔５〕　2003年（平成15年）7月

本庁市民課・国民健康保険課の窓口は昼食時間（12時～1時）を含め午後６時まで開いてます。（土・日、祝日を除く）

�N �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �
1� � � � � � � � �

夏休み手づくり講習会（要予約）
　7月31日（木）
　　　　　10：00～12：00午前クラス
　　　　　13：00～15：00午後クラス
　場　所　開南小学校（ふれあい広場）
　材料費　1,500円　受講料　無料
　パッチワーク（ペンケース）
　押絵（ふくろうの壁掛）
　ちぎり絵（クレマチスの花々）など
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1889-5396
●各講座は２週間前より受付します。　　　
●親子は、親一人に対して子ども一人です。

1889-5396
●各講座は２週間前より受付します。　　　
●親子は、親一人に対して子ども一人です。

7月22日（火）
10:00～12：00
親子10組　無料

7月25日（金）
10:00～12：00
Ｔシャツ1人1枚
親子10組　
1人500円

7月29日（火）
10:00～12：00
親子20組　無料
持参するもの
はさみ・クラフトナイフ

8月4日（月）
10:00～12：00
親子10組　無料
持参するもの
帽子・裁縫セット

8月6日（水）
10:00～12：00
親子10組　100円
石けんを入れる容器
を持参

8月9日（土）10:00～14：00
Ｔシャツ1人1枚
親子5組　弁当持参
タマネギの皮で染め
ます。１人250円

8月13日（水）
10:00～12：00
親子10組　無料　
裁縫セット持参

8月15日（金）
14:00～16：00
親子10組　無料

8月19日（火）
9:30～12：30
6人（小学生高学年以上）
無料

8月22日（金）
14:00～16：00
親子5組　無料
持参するもの
古いタオル

8月26日（火）
10:00～12：00
親子20組　300円
クラフトナイフ持参

8月28日（木）
10:00～12：00
Ｔシャツ1人1枚
親子10組　
1人500円

児童館児童館
７月１９日（土）～２０日（日）　サマーキャンプ
７月２９日（火）・８月１３日（水）　夏休み手作り教室
７月３１日（木）・８月３０日（土）　児童館名画座
８月　６日（水）　児童劇鑑賞会
　　　９日（土）　親子自然観察会
　　２５日（月）　スポーツ交流会
　　１６日（土）・１７日（日）　宿泊体験学習

７月２２日（火）　陶芸教室（シックイシーサー）
　　２６日（土）～２７日（日）　キャンプ
７月２９日（火）～８月１日（金）　習字教室
８月　５日（火）　クッキング教室
８月　７日（木）　工作教室

７月２５日（金）　遠足
　　２７日（日）　親子陶芸教室
　　３０日（水）　工作教室
８月　２日（土）　夕涼み会
　　　６日（水）　大映写会
　　　　　　　　　移動児童館（地域の公民館）
　　　　　　　　　内容　英語あそび、昔遊び
　　　８日（金）　集団ゲーム
　　１６日（土）　体力増進教室
　　１９日（火）　そば作り教室
　　２０日（水）～２２日（金）　英語で遊ぼう

７月１９日（土）・２０日（日）　自然体験教室
　　２９日（火）　写生教室
　　３０日（水）・８月６日（水）　親子紙粘土教室
８月１日（金）　焼き物教室
　　１日（金）～３日（日）　冒険クラブキャンプ
　　４日（月）・７日（木）　トールペイント教室
　１８日（月）～２２日（金）　パソコン教室
　２５日（月）～２９日（金）　空手教室

７月２４日（木）～２６（土）　大迷路
７月３０日（水）　夏休み陶芸教室
８月　１日（金）　夏休み工作教室（低学年）
　　　８日（金）　夏休み工作教室（高学年）
　　１２日（火）　施設見学（場所未定）
　　１６日（土）～１７日（日）
　　　野外キャンプ（石川少年自然の家）
　　１９日（火）・２６日（火）
　　　施設見学（場所未定）

７月１９日（土）～２０日（日）　サマーキャンプ
８月　７日（木）
　　　シックイシーサー（面シーサー）づくり
　　２３日（土）　体力増進教室
　　２６日（火）　手作り教室（クッキング）

７月２４日（木）　森永乳業工場見学
　　２６日（土）　リクエストシアター
　　２７日（日）　漫湖周辺散策
８月　１日（金）～２日（土）
　　　　宿泊学習（みんみんにて）
　　　５日（火）
　　　６日（水）
　　　７日（木）　発電所見学
　　　８日（金）　こどもクッキング教室
　　１４日（木）　コカコーラ工場見学
　　２３日（土）　リクエストシアター
　　２８日（木）　JTA見学

夏休み工房
シックイシーサー作り｝

７月２３日（水）～２５日（金）　おばけ屋敷
　　２９日（火）　ギター、民族楽器の演奏会
　　３０日（水）
　　　第1回クッキング（ホットドックサンド）
　　３１日（木）　親子工作教室
８月　６日（水）　第2回クッキング（焼きそば）
　　　７日（木）　親子陶芸教室
　　１６日（土）～１７日（日）　親子キャンプ
　　１８日（月）～２１日（木）　空手教室
　　２０日（水）　写生教室
　　２３日（土）　流しソーメン
　　２６日（火）　親子登山（玉辻山）

７月１１日（金）～１３日（日）
　　　巨大めいろ（どうくつたんけん）
８月　２日（土）～　３日（日）
　　　発明クラブものづくり体験教室
　　　２日夏祭り（地域と共に）　夏ライブ
　　　４日（月）　母親クラブ定例会
　　１３日（水）　わかばの交流会（子ども会）
８月　４日（月）～２３日（土）
　　　夏休み宿題対策講座
　　　○折り紙教室　○お習字教室　○写生大会
　　　○シーサー作り○カゴ作り
　　２６日（火）～２７日（水）
　　　自然体験教室（名護青年の家）
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少年教室「雨水　チャップ君の旅」
～これに決めた！夏休みの自由研究～
生活の中にある「水」を学び、人が生きていくために
必要な「水」の大切さを知る。
（夏休みの自由研究に最適）
期　間　7月22日（火）～25日（金）午前10時～12時
　　　　但し25日は8時30分～16時
対　象　小学校4年生　　定　　員　22人
場　所　那覇市中央公民館　他（施設見学）
受講料　無料（但し実費50円）
申　込　7月7日（月）～14日（月）午前9時～午後5時

親子ふれあい教室
「タイルを使っておしゃれなトレーを作ってみませんか？」
色とりどりの砕いたタイルをはりつけて、誰でも簡単に
できるヨーロッパスタイルのおしゃれな工作です。
日　時　７月25日（金）午後１時～４時まで
対　象　小学生の親子　定　員　30組
場　所　首里公民館　
受講料　無料（但し、実費700円）
申　込　７月７日（月）～11日（金）
　　　　　　　　　　　午前９時～午後５時まで

親子ふれあい教室
「ゆいレールから見てみよう那覇のまち」

新しい交通手段「ゆいレール」から見る那覇のまちを親
子で共同体験することにより、親子のコミュニケーショ
ンを深め那覇のまちを再発見し「ゆいレール」を身近に
感じる機会とする
期　間　7月23日（水）14：00～16：00
場　所　那覇市若狭公民館
対　象　那覇市に在住・在勤する親子（小学生）
定　員　25組　受講料　無料
申　込　7月14日（月）～16日（水）9時～17時
　　　　若狭公民館に直接、または電話で申し込む

「親子で楽しむおり紙の世界」
日本の素晴らしい文化である折り紙を親子で体験し、夏
休みの宿題の一つに加える
日　時　8月17日（日）・24日（日）
　　　　13：00～15：00
場　所　那覇市若狭公民館
対　象　那覇市に在住・在勤する親子　定　員　20組
受講料　無料（ただし材料費は自己負担）
申　込　平成15年8月4日（月）～7日（木）9時～17時
　　　　若狭公民館に直接、または電話で申し込む
　　　　※定員をこえた場合は、公開抽選で決定者
　　　　　のみハガキで通知

少年教室プロジェクトアドベンチャー「いこうよ！冒険体験」
マングローブの川をカヌーで下って、皆で力を合わせて
障害を乗り越えよう！そして満天の星の下でシャベリ場！
友達と来てもそこで友達をつくってもいい。とにかく何
かにチャレンジしよう。
期　間　7月28日（月）～29日（火）　一泊二日
対　象　中学生と高校生　　定　員　20人
場　所　東村つつじエコパーク・慶佐次マングローブ
　　　　（事前学習　７月23日午前10時～
　　　　　　　　　　　　　　　　　石嶺公民館にて）
受講料　無料（但し、食費等実費）
申　込　7月7日（月）～18日（金）
　　　　　　　　　　　午前9時～午後5時

少年教室「夏休み　やんばる自然観察」
やんばるの自然の中で、集団学習をとおして、より
創造性豊かな情操を育む。
期　間：ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ　7月19日（土）午後2時～4時
　　　　一泊研修　  7月26日（土）午前9時
　　　　　　　　　　　　　～27日（日）午後5時
対　象　那覇市内の小学校4年生～6年生
定　員　25人
場　所　名護青年の家（一泊研修）
　　　　小禄南公民館（オリエンテーション）
受講料　無料（但し実費3,000円）　
申　込　6月30日（月）～7月4日（金）
　　　　午前9時～午後5時　　但し4日は午後3時まで

親子ふれあい教室
「熱帯魚のペーパークラフト・モビールを作ろう」
沖縄の熱帯魚等のペーパークラフト・モビール等
を親子で作成し・学び、コミュニケーションを深
め、より良い親子関係をはかる機会とする。
期　間　8月2日（土）13時～17時
　　　　8月3日（日）9時半～13時半
対　象　那覇市内の小学生の親子
定　員　20組（40人）
場　所　小禄南公民館ホール　　 受講料　無料
申　込　7月8日（火）～10日（木）
　　　　午前9時～午後5時

子どものためのプラネタリウム
プラネタリウムを観ながら星の知識を深める。ほかに星
座工作やゲームも楽しむ。
日　時　７月５日（土）午前10時～11時（15分前までに集合）
　　　　８月２日（土）午前10時～11時（　　　〃　　　　）
対　象　小学生（4年生以上）　　定　員　100名程度
場　所　久茂地公民館　7階　プラネタリウム室
受講料　無料　申込み　当日、直接プラネタリウムへ来室

親子七夕星空観望会
旧暦の7月7日（七夕）にちなんで、親子で天体の観望
をする。
日　時　8月2日（土）午後7時～9時
対　象　小学生（4年以上）・中学生の親子
定　員　親子25組
場　所　久茂地公民館7階プラネタリウム・屋上
受講料　無料　　　申込期間　7月22～24日

スージグヮー探検隊　少年教室
久茂地・牧志・泊・二中前・楚辺地域の歴史や文化の
フィールドワークをおこない、まとめとして地図づく
り（歴史散歩ガイド）をする。
日　時　7月24日～8月２日　全5回
　　　　午前９時30分～12時
対　象　小学生（4年生以上）　定　員　30名
場　所　久茂地公民館ほか　　　受講料　無料
申込み　　7月１日（火）～4日（金）　9時～17時

おいでよ！わくわく工作クラブ　親子ふれあい教室
光を利用した不思議な世界が広がる万華鏡やカラーキャ
ンドルづくり。ワクワクするようなおもしろい科学工作
を楽しむ。
日　時　7月26日（土）～8月９日（土）全4回
　　　　　　　　　　　　　　　　　午後2時～5時
対　象　小学生の親子　　定　員　親子20組
場　所　久茂地公民館
受講料　無料（但し材料費の負担あり）
申込期間　7月7日（月）～10日（木） 9時～17時

公民館公民館

７月２５日（金）　お菓子づくり
８月　１日・　８日・１５日・２２日
　　　　　　　　　毎週金曜日（全４回）習字教室
　　　７日・１４日・２１日・２８日
　　　　　　　　　毎週木曜日（全４回）卓球教室
　　１３日（水）　ビデオ鑑賞会
　　１５日（金）　チャレンジ大会
　　１６日（土）・２３（土）
　　　　　　　　　親子かんからサンシンづくり
　　２６日（火）　レクゲーム
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親子史跡めぐり～那覇の生い立ちを知ろう～
日　　時　8月10日（日）
集合時間　午前9時30分（出発時間　午前10時）
集合時間　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校と保護者
　　　　　※応募者多数の場合は抽選の上、ハガキで
　　　　　　連絡いたします。
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（金）ま
　　　　　でに到着するようにお申し込み下さい。

お申し込み・お問い合わせ　親子史跡めぐり係
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第5回
　琉球ガラス祭り
　7月25日（金）
　　～7月27日（日）
※特価コーナー・親子体験
　などがあります。

第10回
　伝統工芸館まつり
　8月29日（金）
　　～8月31日（日）

「夏休み体験教室」
q七輪陶芸…土作り、形作り、施釉、本焼の全工程を体験する。（全2日間）
　　　期日　8月1日（金）（13：30～17：30）…形作り
　　　　　　8月8日（金）（13：30～17：30）…施釉・本焼（作品持ち帰り）
　　　定員　40人（定員に達ししだい締め切りとなります）
w下絵体験…素焼の湯飲みに下絵の具で模様を描く。（1日間）
　　　期日　8月22日（金）（14：00～16：00）…下絵体験
　　　定員　60人（定員に達ししだい締め切りとなります）

対　　　象　那覇市内在住の小学生以上（小学生までは、保護者同伴）
参　加　費　q七輪陶芸…保険料を徴収します。
　　　　　　w下絵体験…箱代と郵送料は受講者負担です。
場　　　所　q七輪陶芸…壺屋焼物博物館　3階図書講座室／北ヌメー広場
　　　　　　w下絵体験…壺屋焼物博物館　3階図書講座室
申込み方法　　受付期間　q七輪陶芸…7月8日（火）～30日（水）
　　　　　　　　　　　　w下絵体験…8月1日（金）～21日（木）
　　　　　　　方　　法　電話で申し込み
　　　　　　　　　　　　※団体での受付は行いませんので各個人でお申し込み
　　　　　　　　　　　　　下さい。
　　　　　　　　　　　　受付時間AM10：00～PM5：30まで。
　　　　　　　　　　　　毎週月曜日は休館日となります。
受講生が準備するもの：エプロン、ぞうきん、タオル、筆記用具、カメラなど。

「つぼやをみ展・さわっ展（企画展）」
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22日（火）～8月3日（日）
場　　所　壺屋焼物博物館　3階企画展展示室
入 場 料　無料。但し、1,2階の常設展示室は有料です。
　　　　　（那覇市内小・中学生は1,2階常設展も無料となっております）
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手作り紙芝居教室（久茂地）
7月29日（火）・30日（水）・8月1日（金）
14：00～16：30　2日（土）13：00～15：30

手作り絵本教室（小禄南）
7月26日（土）・8月2日（土）・5日（火）
14：00～16：00

手作り絵本教室（若狭）
8月13日（水）・14日（木）・16日（土）
13：30～15：30

シーサー教室（首里）
8月1日（金）14：00～16：00
場所　首里公民館視聴覚室

わくわくこども会（中央）
日程等についてはお問い合わせくだ
さい。（8月上旬）

（おはなし、科学あそびなどを予定し
ています。）

夏休み工作教室（石嶺）
日程等についてはお問い合わせくだ
さい。（7月下旬）

毎週日曜日　14：00～
　久茂地

第２土曜日　11：00～
　小禄南

第４土曜日　11：00～
　小禄南・石嶺

毎週土曜日　11：00～
　中央・首里（第4土曜日は手づくり
　工作も実施）・若狭（折り紙も実施）

第３・４土曜日　11：00～
　石嶺
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毎週水曜日　11：00～小禄南

第２土曜日　11：00～石嶺

（夏休み期間）
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くわ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）

あまみず


