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イベント情報！！
子どもたちが待ちに待った楽しい夏休みがやってきます。
今年も夏休み期間中、児童館や公民館をはじめ、市の施設では
いろいろな行事や講座を準備しています。是非、遊びに来てくださいね♪
申し込み方法や募集定員、材料費などは事前に各施設へお問い合わせください。

【利用対象】那覇市に住む乳幼児から高校生まで
 （乳幼児は保護者同伴）
【利用時間】10時～18時
 （＊各児童館へお問い合わせください）
【休  館  日】祝日（子どもの日は除く）、
 12月29日～1月3日
＊夏休み行事についての詳細は各児童館へお問い
  合わせください。

リサイクルプラザは、資源ごみの資源化、ごみ減量を推進するための施設です。
4階には市民のごみに対する意識の啓発を目的とした研修室などもあり、リサイ
クル情報の提供や不要品展示などに利用されています。
＊各講座とも、2週間前から先着順に受け付けます
＊各講座、水筒をご持参ください
＊7月30日（金）は館内清掃のため臨時休館です。但し、電話対応等は行います
＊講座日程・内容は変更になる場合もございます。詳しくはリサイクルプラザまで

7月 22 日（木）～ 8月 25 日（水）は、図書館の開館時間がいつもより、30分早くなります。
開館時間（夏休み期間中）：平日／ 9時～ 19 時　土／ 9時～ 18 時　日／ 9時～ 17 時（中央・繁多川図書館は 18時まで）
貸　　出：利用対象は、市内在住の方、那覇市に在学、在勤の方※本の貸出は 2週間、冊数はとくに制限ありません。ＣＤ、ビデオ、
 DVDの貸出は 1週間、2点まで。
返　　却：各図書館、ブックポスト（仮庁舎・真和志・小禄の各支所・市立病院ロビー）で返却できます。ただし、ＣＤ、ビデオ、ＤＶＤ
 は破損しやすいので、直接カウンターまで返却お願いします。

利用時間：9時～ 22 時　休館日：祝日
＊講座・イベントへの参加は、各公民館に電話もしくは直接来館してお申し込みください。

 7月27日 （火）
 ～ 29日 （木）
 8月5日 （木） バルーンヘリコプター作り
 7日 （土） 水中観光（オルカ号）
 11日 （水） 折り紙教室
 14日 （土） ミニミニシアター
 18日 （水） 体験ツアー（発明クラブ）
 20日 （金） 自然体験教室
 26日 （木） そうめん流し

壺屋児童館 ☎863－8682

巨大迷路

わくわく・どきどきおとまり会

絵画教室

 7月24日 （土）
 ～25日 （日）
 27日 （火） 親子手作り教室
 8月7日 （土） やんばる自然体験
 14日 （土） 名画座
 19日 （木）
 ～20日 （金）

安謝児童館 ☎862－4341

 7月3日 （土） 七夕会
 18日 （日） サマーキャンプ
 24日 （土） 映画祭
 28日 （水） 夏休みクッキング教室 1
 31日 （土） 夏休み工作（面シーサー作り）
 8月7日 （土） 夏休み工作
   （オリジナルシーサー作り）
 12日 （木） ステンドグラス
 19日 （木） 夏休みクッキング教室 2
 21日 （土） クリーン作戦
 25日 （水） サマーファイナル

国場児童館 ☎855－2696

 7月23日 （金） ＤＡＹキャンプ
 28日 （水） 作って遊ぼう・低学年向け
 29日 （木） 書道教室
 8月2日 （月） おたのしみ会
 5日 （木） 書道教室
 11日 （水） 工作教室・高学年向け
 13日 （金） シーサー作り教室
 20日 （金） リクエストミニシアター

識名児童館 ☎854－9656
 7月28日 （水） ものづくり教室
 31日 （土） 親子パンづくり教室（沖縄ガス共催）
 8月4日 （水） 書道教室（1回）
 7日 （土）
 ～ 8日 （日）
 11日 （水） 書道教室（2回）
 12日 （木） 三世代交流「むかしあそび」
 18日 （水） 書道教室（3回）
 20日 （金） ピカピカ大作戦
 23日 （月） ミニシアター

金城児童館 ☎859－0099

 7月22日 （木） 工作教室
 24日 （土） 体験教室
 28日 （水） ネイチャークラフト
 31日 （土） 段ボールであそぼう！
8月 3日 （火） ミニシアター
 12日 （木） 工作教室
 13日 （金） ミニシアター
 20日 （金） 夏休みクッキング
 ※夏休み空手教室（日程調整中）
 ※日程を変更する場合があります。
 ※詳しくは小禄児童館まで

小禄児童館 ☎857－5377
 7月17日 （土） クリーン作戦＆そうめん流し　
 24日 （土） 安全マップ作り　1回目
 29日 （木） 漆くいシーサー教室　
 8月2日 （月）
 3日 （火）
 7日 （土） 水中観光（壷屋児童館合同））
 10日 （火） 安全マップ作り2回目
 12日 （木） 漆くいシーサー　
 15日 （日） 体験学習　
 17日 （火） 空手教室　
 21日 （土） リクエストシアター

久場川児童館 ☎886－5674

 8月19日 （木） こはぐらサマーランド
   （1 階：児童巡回劇・3階：おばけやしき）
 20日 （金） こはぐらサマーランド
   （1 階：作ってあそぼう・3階：おばけやしき）
 21日 （土） こはぐらサマーランド
   （1 階：みんなであそぼう・3階：おばけやしき）
 ・親子クッキング（日程調整中）
 ※詳しくは古波蔵児童館まで

古波蔵児童館 ☎831－6786

 7月1日 （木）
 ～7日 （水）
 29日 （木） おばけ屋敷
 ～31日 （土） 　〃　　（午前中）
 8月7日 （土）
 ～13日 （金）
 11日 （水） 卓球教室
 17日 （火） 四寿の会（ペットボトルで風車作り）
 18日 （水） 卓球教室
 19日 （木） クッキング教室
 20日 （金） プラネタリウム見学

久茂地児童館 ☎862－1889
市立図書館市立図書館

その他その他

所在地所在地

 7月28日 （水） 親子陶芸教室
 31日 （土） 若狭シアター
 8月5日 （木） クッキング　
 8日 （日） 野外あそび
   （田んぼあそび＋マリンクラフト）
 16日 （月） 工作教室
 28日 （土） ソーメン流し

若狭児童館 ☎867－7266

 7月21日 （水）
 ～23日 （金） 
 28日 （水） 工作教室①「万華鏡」
 8月2日 （月） おりがみ教室
 5日 （木） クッキング教室
 14日 （土） 田んぼであそぼう（金武町）
 17日 （火） 工作教室②「すなえ」

大名児童館 ☎884－0491

大めいろ

日　　時：8月 8日（日）　9時～ 12 時（雨天中止の場合は、8月 15 日に延期）
場　　所：識名園内（バナナ園）
受 講 料：材料費 3，400 円程度（1丁）・保険料等 100 円程度（1人）
対　　象：市内の小学 4～ 6年生・中学生と保護者 50 人※申込多数の場合は抽選
申込方法：7月 12 日（月）～ 16 日（金）　9時～ 17 時／電話または来館

中央公民館 ☎891－3442
・親子ふれあい教室「親子で作ろう！カンカラー三線隊募集」

日　　時：7月 25 日（日）
 10 時～ 12 時
場　　所：城東小学校
 コミュニティルーム
※詳しくは首里公民館まで

首里公民館 ☎891－3445
・夏休み親子ふれあい教室

日　　時：8月中旬
対　　象：市内在住の小学生
※詳しくは、繁多川公民館まで

繁多川公民館 ☎891－3448
・少年教室

石嶺公民館 ☎891－3447

内　　容：スライムと浮沈子を作る
  実験
日　　時：7月10日（土）10 時～ 12 時
対　　象：小学校 3・4年生 20 人
申込期間：6月28日（月）～ 7月2日（金）
 　 電話または来館

・夏休み自由研究教室

日　　時：7月 24 日（土）・25 日（日）
場　　所：石川少年自然の家
対　　象：小学校高学年 20 人

・少年教室・一泊学習

内　　容：空気と水を使った実験
日　　時：８月１４日（土）
対　　象：小学校５年生以上
※詳しくは、石嶺公民館まで

・ふしぎ理科教室

日　　時：8月 7日（土）10：30 ～ 18：30
場　　所：屋外（市内公園を予定）
対　　象：親子 12 組
受 講 料：材料費、保険代金として 1家族 500 ～ 1000 円程度
申込方法：7月 26 日（月）～ 8月 5日（木）／電話または来館

若狭公民館 ☎891－3446
・親子ふれあい講座「親子であそび場をつくってみよう」

日　　時：8月 11 日（水）～ 20 日（金）10 時～ 12 時　（全 8回）
場　　所：那覇市民体育館
受 講 料：3,000 円
対　　象：小学生 30 人
申込方法：7月 24 日（土）～ 31 日（土）/午前 9時より窓口優先先着順。
 電話受付は 10 時より市外受付も可

那覇市民体育館 ☎853－6979
・児童バドミントン教室

内　　容：各工芸体験が出来ます。夏休み期間中（7/21 ～ 8/25）は毎日オープン。
 琉球びんがた
 　テーブルセンター 2,500 円
 　コースター 2枚 1,500 円
 琉球ガラス
 　一輪挿し・コップ 2,500 円
 琉球漆器
 　飾り皿 3,000 円
 首里織
 　小マット 2,500 円
 　コースター 2枚 1,500 円
 壺屋焼
 　シーサーなど 3,000 円

那覇市伝統工芸館 ☎868－7866
・体験工房

内　　容：常設展示の内容について、学芸員が解説。
日　　時：7月 18 日（日）、8月 15 日（日）11 時から 1時間程度
場　　所：壺屋焼物博物館
観 覧 料：入館料が必要。ただし市内小・中・高校生は無料。
申　　込：不要。当日、博物館 1階受付前に集合

壺屋焼物博物館 ☎862－3761
・壺屋焼物博物館ギャラリートーク

日　　時：7月 24 日（土）～ 8月 1日（日）10 時～ 18 時（入館は 17 時 30 分まで）
場　　所：壺屋焼物博物館 3階　企画展示室
観 覧 料：無料※1,2 階の常設展示は有料。ただし市内小・中・高校生は全館無料）

・掘り出された琉球王国のグスク及び関連遺産群～いにしえの眠りからめざめた世界の宝～

日　　時：8月 7日（土）　1回目：11 時　2回目 14 時（教室は 1時間程度）
場　　所：壺屋焼物博物館 3階　図書講座室
対　　象：市内の小学生（各回定員 15 人）
材 料 費：1,500 円
申込方法：7月 23 日（金）～ 25 日（日）10 時～ 18 時 / 電話で申し込む。ただし定員に達し次第締切

・お碗に絵を描こう！

日　　時：8月 7日（土）～ 20 日（金）10 時～ 18 時（入館は 17 時 30 分まで）
場　　所：壺屋焼物博物館 3階　企画展示室
観 覧 料：無料※1,2 階の常設展示は有料。ただし市内小・中・高校生は全館無料）

・國場一・作陶展

日　　時：8月 24 日（火）～ 9月 5日（日）10 時～ 18 時（入館は 17 時 30 分まで）
場　　所：壺屋焼物博物館 3階　企画展示室
観 覧 料：無料※1,2 階の常設展示は有料。ただし市内小・中・高校生は全館無料）

・人とモノの物語　沖縄コレクター友の会会員コレクション展

内　　容：末吉公園で身近な自然を自分たちで調べる体験をします。
日　　時：①7月 19 日（月）：（セミの抜け殻調べ） ②7月 26 日（月）：（ビオトープの生き物調べ）
 ③8月 2日（月）：（未定） ④8月 9日（月）：（未定）
 ⑤8月 16 日（月）：（未定） ⑤8月 23 日（月）：（未定）
 ※各回ともに 13 時 30 分～ 17 時
対　　象：小学生親子 25組
参 加 費：500 円（保護者は 100 円）
申込方法：電話または来館。定員に達し次第締め切り

森の家みんみん ☎882－3195
・キッズマンデープロジェクト

日　　時：①7月 28 日 （水） ：（丸太で作ろう 3本脚のイス）　
 ②8月 4日 （水） ：（小枝で作ろう虫の標本箱）
 ③8月 11 日 （水） ：（未定）
 ④8月 18 日 （水） ：（未定）
 ※各回ともに 9時 30 分～ 12 時半
対　　象：小学生親子 10組
参加費：材料代 1,000 円、保険代 100 円（一人）
申込方法：電話または来館。定員に達し次第締め切り

・自然素材でつくろう　～みんみんネイチャークラフト～

首里石嶺プール ☎835－5079

日　　時：8月 2日（月）～ 26 日（木）13 時～ 15 時　（毎週月・木曜日　全 8回）
対　　象：親子 15 組
受 講 料：7,000 円
申込方法：7月 20 日（火）～ 30 日（金）9時より受付先着順 /電話または来館

・親子水泳教室

日　　時：8月 4日（水）～ 28 日（土）16 時～ 17 時（毎週水・土曜日　全 8回）
対　　象：親子 15 組
受 講 料：6,000 円
申込方法：7月 20 日（火）～ 30 日（金）9時より受付先着順 /電話または来館

・幼児水泳教室

内　　容：若狭公民館で 2泊 3日の通学合宿。サンゴの学習・半潜水船で観察など。
日　　時：7月 22 日（木）～ 24 日（土）
場　　所：若狭公民館
対　　象：若狭・天妃・曙小学校の 4～ 6年生 20 人
参 加 費：実費（食事、保険）3500 円
申込方法：6月 28 日（月）～ 7月 7日（水）／電話または来館

・通学合宿

日　　時：7月 18 日（日）10：00 ～ 12：00（受付は 9時半から）
場　　所：若狭海浜公園南側緑地（波の上ビーチとなり）
対　　象：誰でも可
参 加 費：100 円
申込方法：7月 1日（木）～ 15 日（木）／電話またはホームページ記入欄に書き込み

・100人でだるまさんがころんだ

内　　容：プラネタリウム投影および望遠鏡で火星・土星・金星観察
日　　時：8月 1日（日）　19 時 30 分～ 21 時
場　　所：久茂地公民館 6階
対　　象：誰でも可（定員 50人程度）
申込方法：7月中旬／電話または来館

久茂地公民館 ☎891－3443
・スターウィーク観望会

内　　容：プラネタリウム特別投影および望遠鏡で月と金星観察
日　　時：8月 15 日（日）　19 時～ 21 時
場　　所：久茂地公民館 6階
対　　象：誰でも可（定員 50人程度）
申込方法：7月下旬／電話または来館

・旧暦七夕星空観望会

第 1回目：講話（早寝・早起き・朝ごはん）
日　　時：8月 14 日（土）　10 時～ 12 時
場　　所：小禄南公民館（視聴覚室）
受 講 料：無料
対　　象：市内在住の小学生を持つ親 30人
申込方法：7月 12 日（月）～ 16 日（金）　9時～ 17 時／電話または来館

小禄南公民館 ☎891－3444

・家庭教育学級「夏休みの、不規則になりがちな生活習慣を考えよう」

日　　時：8月 28 日（土）　10 時～ 13 時
場　　所：小禄南公民館（実習室）
受 講 料：教材費・保険料など実費負担あり
対　　象：市内在住の小学生 4・5・6年生親子 15 組
申込方法：7月 12 日（月）～ 16 日（金）　9時～ 17 時／電話または来館
※第 2回目の調理実習ご希望の方は 7月 23 日（金）までに実費の納入が必要です
※駐車場に限りがありますので、来館の際は公共機関をご利用ください

第2回目：調理実習（食育「カミカミ教室」）

内　　容：おはなしと工作（びっくり箱ほか）
日　　時：7月 25 日（日）14 時～ 16 時
場　　所：中央公民館ホール
対　　象：市内在住の幼稚園児・小学生 70人
申込方法：7月 13 日（火）から中央図書館カウンターまたは電話で受付

中央図書館 ☎891－3449

・夏休みわくわくこども会

内　　容： オリジナルパズルをつくろう！
日　　時： 7 月 31 日（土）14 時～ 15 時
場　　所： 小禄南公民館中研修室（1階）
対　　象： 市内在住の小学生 15人（低学年は保護者同伴）※先着順
申込方法： 7 月 17 日（土）9時半から小禄南図書館カウンターまたは
 電話で受付

小禄南図書館 ☎891－3451

・夏休み手づくり教室

内　　容：事前に絵本の下書きを作成し、当日は製本作業を主とする
日　　時：8月 8日（日）10 時～ 15 時半　※昼休憩（食事は各自持参）12時～ 13 時
場　　所：若狭公民館 2階　第 1研修所
材 料 費：1組 800 円
対　　象：市内在学小学生 1年～ 3年とその保護者 15組※先着順
 ただし、事前に絵本の下書き作成可能が必須条件
申込方法：7月 7日（水）～18 日（日）　10 時～ 17 時／若狭図書館
 カウンターにて受付し、材料費納入

若狭図書館 ☎891－3453

・親子で作ろう夏休み手作り絵本教室

日　　時：8月 6日（金）13 日（金）20 日（金）14 時～ 14 時半
場　　所：小禄南公民館視聴覚室（1階）
対　　象：市内在住の方
申込方法：団体のみ事前申込要します。　※詳しくは小禄南図書館まで

・夏休みアニメ上映会

内　　容：牛乳パックでつくるお話おもちゃ
日　　時：7月 25 日（日）　13 時 30 分～ 15 時 30 分
場　　所：首里公民館 2階視聴覚室
対　　象：親子 15組（先着順）
申込方法：7月 12 日（月）10 時 30 分から首里図書館カウンターまたは
 電話で受付
＊詳しくは首里図書館まで

首里図書館 ☎891－3452

・親子おはなしてづくり教室

内　　容：アンプとスピーカーを
 つくろう
日　　時：8月 7日（土）
 10 時～ 12 時
場　　所：石嶺公民館
 第 1・2学習室
材 料 費：800 円（MP3代含む）
対　　象：市内在住の小学 3～
 6 年生 20 人
 （保護者同伴可）
申込方法：7月 14 日（水）～
 7 月 15 日（木）
 9 時半～ 19 時／
 電話または来館
※抽選。詳しくは石嶺図書館まで

内　　容：リサイクル楽器づくり
日　　時：8月 1日（日）
 10 時～ 12 時
場　　所：繁多川公民館
 2 階実習室
参 加 費：無料（ただし材料の
 ペットボトル、空き缶
 などは持参）
対　　象：市内在住の小学 1年～
 6 年生と保護者 10 組
申込方法：6月 22 日（火）9時半
 から繁多川図書館
 カウンターまたは
 電話で受付　※先着順
詳しくは繁多川図書館まで

石嶺図書館 ☎891－3454

・夏休み工作教室
繁多川図書館 ☎891－3455

・夏休み手作り教室

日　　時：8月 14 日（土）11 時～ 11 時 40 分
場　　所：中央図書館　研修室（2階）
対　　象：幼稚園児・小学生（定員 50人）
申込方法：団体のみ事前申込み要します。
※詳しくは中央図書館まで

・夏休みアニメ映写会

日　　時：8月 8日（日）10 時～ 12 時
場　　所：久茂地公民館
対　　象：市内在住の小学校 3年生～ 6年生 15 人（3，4年生は保護者同伴で）
申込方法：7月 22 日（木）9時から久茂地図書館カウンターまたは電話で受付
※詳しくは久茂地図書館まで

久茂地図書館 ☎891－3450

・夏休み工作教室「世界に一つだけのオリジナルウォッチをつくろう！」

定　員：親子 10組
 （小 4年生以上）
材料費：100 円 
持ち物：古着、はさみ

古着・古布で作る布ぞうり

7/22（木）
9時～13時

定　員：親子 10組
材料費：500 円
持ち物：染める古着

古着・古布の藍染め

8/13（金）
10時～12時

定　員：親子 10組
材料費：無料
持ち物：古タオル

古タオルからぞうきん作り

8/16（月）
10時～12時

定　員：親子 15組 
材料費：100 円 
持ち物：持ち帰り用の容器
 （牛乳パックなど）

廃油からのせっけん作り

7/23（金）
10時～11時

定　員：親子 5組
材料費：500 円
持ち物：古着を裂いたもの

古布・古着を使った高機の
タペストリー作り

7/26（月）
9時～12時

定　員：親子 5組
材料費：500 円
持ち物：古着を裂いたもの

古布・古着を使った卓上機の
タペストリー作り（2回講座）

8/17（火）・19（木）
9時～12時

定　員：親子 8組
材料費：無料
持ち物：染める古着（子ども用シャツ１枚）

古着・古布の草木染め
（玉ねぎの皮）

7/28（水）
9時～13時

定　員：親子 10組
材料費：無料
持ち物：すく草花など・絵の具セット

牛乳パックからの
はがき・絵手紙づくり

8/4（水）
9時～12時

定　員：親子 15組／材料費：500 円／持ち物：筆記用具、はさみ
古布・廃材で作るクラフト作り
8/20（金） 9時～12時

定　員：親子 10組（小 4年生以上）／材料費：100 円／持ち物：古着、はさみ
古着・古布で作る布ぞうり
8/18（水） 9時～13時

定　員：親子 10組
材料費：500 円 
持ち物：カッターナイフ、
 筆記用具、段ボール

廃段ボールでソーラークッカー
作りとエコクッキング

8/11（水）
9時～12時

8/14（土）
リサイクルプラザまつり
内　容：古着を裂いたコースター作
り、廃油からのせっけん作り、牛乳
パックからのはがき作り等のリサイ
クル講座が体験できます。
※時間は問い合わせください。

宿泊体験

迷路体験

七夕笹飾り

 夏の映写会

※7月5日（月）～9日（金）まで臨時休館（資料整理期間）

5 2010年（平成22年） 7月 42010年（平成22年） 7月

夏！マリンレジャーの季節です。海で遊ぶ際は体調管理や安全に十分気をつけましょう。特に単独・自己流でのシュノーケリングは危険です。また、お子様連れの場合は絶対に目を離さないよう注意しましょう。


