
42014 年（平成26年）7月

公民館公民館 開館時間 ９時～22時
※講座・イベントへの参加は、各館に電話もしくは直接来館してお申込みください。

（申込多数の場合は抽選）

費用やお申込み方法など、くわしくは各施設へ直接お問い合わせください。

中央公民館 ☎917-3442
壺屋焼物博物館 ☎862-3761

●少年教室「なぞ解きは夏休みの間に！
　～身近な現象のなぞ解きを体験学習しよう～」

牧志駅前ほしぞら公民館 ☎917-3443
●夏休み工作教室『びんづめディスプレイ～光のすすみ方を勉強しよう！～』

牧志駅前ほしぞら公民館場　所 ８月18日（月）14：00～16：00　
びんづめディスプレイ、光の屈折について

日　時
内　容 募集期間

市内の小学１年生～小学６年生対　象 20人※応募多数の場合抽選定　員
実費300円程（保険料、材料費等）参加費

8月4日（月）～8月8日（金）9：00～17：00　

小禄南公民館 ☎917-3444
●夏休み押し花教室

●夏休み星空観察会
 7月27日(日)・8月3日(日）全2回日　時

8月13日(水）日　時

小学生以上対　象 10組定　員

小学４年生以上対　象 20名定　員

20名定　員

●夏休みおもちゃづくり
7月25日(金）・8月2日（土）日　時 小学生以上対　象 30名　定　員

２０組（申込多数の場合は抽選）定　員

無料（但し、保険料・材料費３００円）受講料

●テント生活で学ぼう！inたまぐすく＆絵画教室
7月23日(水）～24日（木）日　時 小学４～6年生対　象 20名定　員

首里公民館 ☎917-3445
●夏休みだ！地球の宿題がんばり隊！！

7月26日(土)午前9時30分～27日(日)12時まで
☆オリエンテーション：7月19日(土)10時～12時(クリーンセンター)

☆応募者多数の場合締め切後、抽選とし受講決定者のみ通知します。

期　間

那覇市立森の家みんみん【宿泊】
那覇・南風原クリーンセンター【オリエンテーション】

場　所

那覇市内の4年生～6年生対　象
無料 (ただし、宿泊料、食料費、保険料として 2,000円)受講料
7月7日(月) ～ 11日(金)15:00まで
首里公民館( ℡917-3445 )へ電話か来館にて申し込んでください。

申込期間

石嶺公民館 ☎917-3447
●家庭教育学級　「親子夏の自由研究教室」

７月１２日（土）、１９日（土）全２回講座期　間

牧志駅前ほしぞら公民館（現地集合）プラネタリウム投影：宇宙船さいおん号で出発!!
◎２回目：７月１９日（土）9:30～12:00
場　所

石嶺公民館　夏の自由研究のテーマを決めよう!!　　　場　所

繁多川公民館場　所 お問い合わせください申　込

那覇市内の小学校３・４年生と保護者対　象

伊佐　常正氏（元小学校校長）　中山　盛弥氏（小学校教諭）講　師

６月２４日（火）～７月７日（月）９時～１７時（土日を除く）／電話または来館申込期間

若狭公民館 ☎917-3446
●第１回こども国際映画祭in沖縄（KIFFO）スタッフ募集

７月２７日（日）から１１月２４日（月／休日）まで
月に２回程度、基本的に日曜日の１０時～正午を予定。（全１０回程度）

活動日

５００円（保険料）参加費

若狭公民館場　所 那覇市の小学生３年生～高校３年生まで※応相談対　象

７月15日（火）まで募集期間
映画祭準備、司会・進行の練習、上映映画の審査員、イベント企画など活動内容

開催日時 講座名 場所 対象 定員 参加費 申込み期間

7月24日（木）
9：00～12：00　
①7月26日（土）　
9：00～17：00　
②7月27日（日）
9：00～17：00　
（全2回）　

8月6日（水）
8：30～12：10　

8月7日（木）
9：00～11：40　

7/2（水）～
７/16（水）
9時～17時

7/2（水）
～７/16（水）
9時～17時

7/17（木）
～７/31（木）
9時～17時

7/17（木）
～７/31（木）
9時～17時

EM石鹸を
作ってみよう！

琉球紙を
作ってみよう！
（弁当持参）

レゴでロボット
プログラミングを
作ってみよう！

ダンボールで虫を
作ってみよう！

那覇市
中央公民館　
ホール

那覇市立
神原小学校

国際電子
ビジネス
専門学校

那覇市
中央公民館　
ホール

那覇市の
小学生
４～６年生

那覇市の
小学生
４～６年生

那覇市の
小学生
４～６年生

那覇市の
小学生
３～６年生

20

20

20

20

500円

無料

100円

繁多川公民館 ☎917-3448
●夏休み特別企画　利用者が先生

日　時 講座名 対象 参加費

備考

7月25日(金)～8月22日(金)
16:00～18:00
毎週金曜日　8／8休

7月26日(土)～8月23日(土)
13:00～15:00毎週土曜日

7月28日(月)10:00～12:00

8月1日(金)10:00～12:00

8月4日(月)13:00～15:00

8月12日(火)

8月6日(水)13:00～15:00

なぎなた入門

火おこし体験

幼稚園以上

小学生

親子15組

三線持参

裁縫セット持参

1名なら350円

保険・材料費

タオル1枚、軽装

無料

無料

無料

500円
(資料代)

500円
(親子二人)

300円

100円

●企画展「ハイサイ壺屋焼～ヤチムン大発見！～」
・壺屋焼について分かりやすく学べる企画展。夏休みの自由研究にピッタリです。

7月23日（水）～8月24日（日）10時～18時（入館は17時30分まで）日　時
壺屋焼物博物館3階企画展示室 無料場　所

無料参加費
不要申　込

観覧料

●「赤絵体験～ミニタイルに絵を描こう！～」
・赤絵の体験と、実際に壺屋の陶工さんが赤絵の作品を作っている様子を見学します。※各1時間程度

※赤絵とは、壺屋焼の技法です。

7月27日（日）午前11時から
8月10日（日）午後2時から
8月24日（日）午後4時から

期日・時間

１０：００～１２：００時　間 那覇市民体育館場　所
７月１４日（月）～２１日（月）（午前９時から窓口先着順・市外も受講可）
※１４日の電話受付は１０時からです。

那覇市民体育館（０９８－８５３－６９７９）

申込期間

申込場所・問合わせ

４,０００円受講料

那覇市民体育館 ☎853-6979
●夏休み児童バドミントン教室

那覇市民体育館【夏休み児童バドミントン教室】教室名
小学生 ７月２８日（月）～８月２日（土）全６回対　象 期　間

那覇市緑化センター 862-1947問い合わせ先

那覇市緑化センター ☎862-1947
●夏休み親子特別講座「シーサー作り体験教室」
・大人も子どもも講師指導の下、壺屋焼と同じ土を使って自分だけのオリジナルシーサー
   を作ることが出来ます。モノ作りの楽しさ、難しさを手のひらで感じてみてください。

・ごみ減量推進のため環境講座やイベントを開催しているごみ減量学習施設です。
  また、リユース食器の貸し出し、衣類の提供、施設見学等を行ない、ごみ分別・減量に
  関する情報発信に取り組んでいます。

■各講座要予約です。講座の２週間前から受付開始
■上記以外の講座も開催される場合があります。

那覇市緑化センター場　所
２５００円
７月１２日(土)１０：００～１２：００

受講料 25名定　員
日　時

１５００円参加料
事前に電話でお申し込み下さい。募集人員になりましたら締め切らせていただきます。

小学生対　象

漫湖水鳥・湿地センター ☎840-5121
●漫湖水鳥・湿地センター夏休みスペシャルプログラム『漫湖自然学校』

●夏休み子供体験教室

エコマール那覇プラザ棟 ☎889-5396

那覇市伝統工芸館 ☎868-7866

※各プログラムの日時や内容は、天候や講師の都合等により一部変更や中止になる場合がございます。
※各プログラムの参加申し込みは、開催日の二週間前から行います。

日　時 時間 タイトル 定員 参加費
7月26日（土） 10:00-12:00 観察会『漫湖のカニ探検隊』 20名 ¥100

日　時 講座名/【持参するもの】 材料費 定員
7月２５日（金）
９時～１３時

古着・古布で作る布ぞうり
【持参：Tシャツ５枚、布切り用ハサミ】

古着・古布で作る布ぞうり
【持参：Tシャツ５枚、布切り用ハサミ】
古着・古布の藍染講座
【持参：染める古布・古着、ビニール袋】
古着・古布の草木染講座（玉ねぎの皮で染めます。）
【持参：染める古布・古着、ビニール袋】

古着・古布で作る布ぞうり
【持参：Tシャツ５枚、布切り用ハサミ】

簡単リサイクル講座①裂き織りコースター
②廃油石けん③紙パックのはがき作り

簡単リサイクル講座①裂き織りコースター
②廃油石けん③紙パックのはがき作り

ひも代30円

ひも代30円

ひも代30円

Tシャツ1枚
程度で200円

小学4年生以上の
子どもと保護者の5組

7月26日（土）
10時～12時

那覇・南風原クリーンセンターと
エコマール那覇プラザ棟、リサイクル棟の合同見学

那覇・南風原クリーンセンターと
エコマール那覇プラザ棟、リサイクル棟の合同見学

無料 定員制限なし

7月28日（月）
10時～12時
7月２９日（火）
９時～１３時
7月３０日（水）
10時～12時
8月5日（火）
１０時～１２時
８月７日（木）
１０時～１２時
８月９日（土）
１０時～１４時
８月９日（土）
１０時～１２時
８月１３日（水）
１０時～１２時

簡単リサイクル講座①裂き織りコースター
②廃油石けん③紙パックのはがき作り 無料

無料

無料

無料

無料

幼稚園以上の
子どもと保護者10組

幼稚園以上の
子どもと保護者10組

小学4年生以上の
子どもと保護者の5組

幼稚園以上の
子どもと保護者の１０組

小学4年生以上の
子どもと保護者の5組

定員制限なし

7月27日（日） 19:00-21:00 観察会『夜空とカニの観察会』 20名 ¥100

8月2日（土） 10：00-12：00 研究室『ホネホネ倶楽部』 20名 無料

8月16日（土） 10：00-12：00 研究室『セミ博士の部屋』 20名 無料

8月17日（日） 10：00-12：00 研究室『カメ博士の部屋』 20名 無料
8月23日（土） 9:30-11:30 観察会『泥の中のいきものたち』 20名

20名

¥100
8月30日（土）

8月31日（日）

10：00-12：30

11:00-14:00

研究室『カニ博士の部屋』

研究室『カニDEロボコン部!!』

１０名 無料

無料

8月15日（金） 18:00-20:00 20名 ¥300

8月3日（日） ①10：00-12：00
②14：00-16：00 研究室『漫湖の水しらべ隊』 各30名 無料

8月9日（土） ①10：00-12：30
②14：00-16：30 研究室『マングローブ染め工房』 各30名 ¥600

8月1日（金） 18:00-20:00 フライデーナイト 大人の自由研究
『樹脂標本づくり1限目』

フライデーナイト 大人の自由研究
『樹脂標本づくり2限目』

20名 ¥300

7月27日（日） 10:00-12:00 研究室『ハッブルスクリーンをつくろう!!』 30名 ¥300

日　時 時間 募集人員 内容
８月３日（日）　 午前10時
８月３日（日）　 午前10時

１５名
１５名

壷屋焼で面シーサー
琉球漆器でコースター

８月３日（日）　 午前10時 20名 琉球ガラスで一輪挿し
８月３日（日）　 午前10時 20名 びんがた染めでコースター

８月３日（日）　 午前１０時、11時、13時、14時で各２名ずつ　合計8名
首里織でコースター　※身長130CM 以上必要です。

その他その他

◎１回目：７月１２日（土）10：00～12：00　　

健康体操(自彊術体操)

茶道入門(茶道サークル且座会)

三線教室
(あやぱに三線サークル)

小学生～中学生

小中学生20名

小学生
5年生以上

小学3年～6年生

親子料理教室(那覇市食改)

洋裁教室(サークル円)

500円

参加費・申込期間等については、直接お問い合わせください。


