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9時～22時　
※詳しい内容や申し込みは、直接各公民館へお問い合わせください。

9時～17時（土日、祝日を除く）

自分の名前をモチーフにした
デザインタイルを作ろう！

簡単な焼き物体験ができるよ！

開館時間 申し込み受付時間　

中央公民館　☎917-3442
◉押し花でしおりとランチョンマットをつくっちゃお！ 
●日 7月24日（日）10時～12時  ●場 中央公民館ホール  ●定 親子20組（先着順）  
●費 1人300円（教材費）  ●申 7月7日（木）～20日（水）  ※電話または直接来館

◉ＴＨＥ オリジナルネーム ＬＯＧＯ！
●日 1回目：7月31日（日）10時～12時 中央公民館ホール
　2回目：8月 6 日（土）10時～12時 那覇市壺屋焼物博物館
●定 親子15組（先着順）  ●費 1人100円（保険料込）
●申 7月7日（木）～20日（水）  ※電話または直接来館

牧志駅前ほしぞら公民館　☎917-3443
◉夏休み星空観察会
●日 夏休み期間中の毎週金曜19時30分～20時30分  ※天候不良の場合中止　
●場 牧志駅前ほしぞら公民館  ●対 市民  ●定 80人(中学生以下は保護者同伴)  ●費 無料  ●申 不要

若狭公民館　☎917-3446
◉遊びが子どもをデカくする！ 夏の渡嘉敷ショートステイ
●日 8月3日（水）～5日（金）2泊3日 ※事前オリエンテーション7月29日（金） 
●場 国立沖縄青少年交流の家（渡嘉敷村）●対 市内在住・在学の小学5・6年生 ●定 20人  
●費 7,000円程度 ●申 7月8日（金）～22日（金）※電話または直接来館 

首里公民館　☎917-3445
◉しぜん体験 in みんみん！ おもいっきり遊ぼう！
●日 7月23日（土）～24日（日）  ●場 森の家みんみん
●対 市内在住・在学の小学4～6年生
●定 20人（先着順）  ●費 1,500円（宿泊料、食費、保険料）
●申 7月4日（月）～8日（金） ※電話または直接来館  

石嶺公民館　☎917-3447
◉石嶺公民館20周年記念事業　少年教育「ピクトクラス」
●日 8月21日（日）10時～16時30分
●場 石嶺公民館ホール（2F）
●対 小学4年生～中学3年生まで（保護者参加も可）
●定 30人  ●費 1,000円
●申 7月19日（火）～8月12日（金）

小禄南公民館　☎917-3444
◉親子ふれあい教室「英語で親子ヨガ」
●日 ７月24日（日）10時～12時
●場 小禄南公民館
●対 市在住、在学の小学生親子
●定 15組  ●費 親子で50円（保険料込）
●申 7月7日(木）～ ※電話または直接来館

◉親子ふれあい教室「トントン木工 工作教室」
●日 8月14日（日）9時30分～12時
●場 小禄南公民館
●対 市在住、在学の小学生親子（子どもだけの参加可）
●定 20組  ●費 560円（保険料込み）
●申 7月7日(木）～※電話または直接来館

◉親子ふれあい教室「うちなー風ピザ作り」
●日 8月21日（日）9時30分～12時
●場 小禄南公民館
●対 市在住、在学の小学生親子
●定 12組  ●費 親子で600円（保険料込）
●申 7月7日(木）～ ※電話または直接来館

◉感動体験教室 in 渡嘉敷島
　※事前オリエンテーションあり
●日 8月6日（土）～8日（月）2泊3日
●場 渡嘉敷島
●対 市在住、在学の小学4年生～中学生
●定 20人  ●費 7,500円（保険料込）
●申 7月1日（金）～6日（水）
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繁多川公民館　☎917-3448

◉少年教室「復活！ 都会でサバイバル」
●日 7月24日（日）9時～13時（事前研修）
　8月 5日（金）～6日（土）
　本研修 1泊2日
　8月13日（土）10時～12時（事後研修）
●場 繁多川公民館広場  ●対 小学4～6年生
●定 15人  ●費 1,500円（材料費）

夏休み特別企画 利用者が先生！

◉島くとぅばで紙芝居作り
●日 7月25（月）、26日（火）、27日（水）は
　14時～17時
　7月28日（木）は10時～12時　全4回
●対 小学4～6年生
●定 5人  ●費 500円（材料費）
※絵の具セット、筆記用具持参

◉ペタンクで遊ぼう
●日 7月25日（月）～8月22日（月）の
　毎週月曜  9時～12時  全4回
●対 小学3～6年生
●定 15人  ●費 無料

◉手芸教室
●日 7月28日（木）、8月4日（木）全2回
　10時～12時
●対 小学4年生～中学生
●定 10人  ●費 200円（材料費）
※ハンカチ、靴下、裁縫箱持参

◉大正琴教室
●日 7月28日（木）、8月4日（木）、18日（木）、
　25日（木）全4回  10時～12時
●対 小学3年生～高校生
●定 5人  ●費 1,000円（材料費）

◉三線教室
●日 7月23日（土）～8月20日（土）
　 毎週土曜(全5回)  
　①10時～12時（●定 10人）
　②13時～15時（●定 5人）
●対 小学生以上  ●費 500円（資料代）
※三線持参

世界共通の視覚記号
「ピクトグラム」を用いて
出題されたテーマに
沿ったデザインを
チームで競います！

●場 繁多川公民館  ●申 直接お問い合わせください。

繁多川公民館　☎917-3448

夏休み特別企画 利用者が先生！
◉火おこし体験
●日 8月19日（金）9時～11時
●対 小学1年生～高校生
●定 20人  ●費 200円（材料費） ※軍手持参

◉健康体操
●日 8月9日（火）10時～12時
●対 小学5､6年生  ●定 5人  
●費 無料 ※タオル、水筒持参

◉太極拳とカンフー
●日 7月27日（水）～8月17日（水）の毎週水曜
　10時～11時30分  全4回  
●対 小学生  ●定 5人  
●費 無料 ※タオル、水筒、室内シューズ持参

◉点字学習、アイマスク体験、誘導体験等
●日 7月28日（木）、8月4日（木）、18日（木）
　全3回 13時～14時
●対 小学4～6年生  ●定 10人  
●費 150円（材料費）

◉夏休みわくわくこども会（おはなし会）
●日 8月6日（土）14時～14時30分
●場 中央公民館ホール

◉親子工作教室（キラキラ☆スライムを作ろう！）
●日 8月6日（土）14時40分～16時
●場 中央公民館ホール
●対 市内在住の小学生（保護者同伴）
●定 親子20組（先着順）  ●費 無料
●申 7月10日（日）10時～ ※電話または直接来館

◉夏休みアニメ映写会
●日 8月3日（水）14時～15時
●場 中央公民館ホール
●対 幼稚園～小学生
●定 50人  ●費 無料
●申 不要 ※団体の場合は事前にご連絡ください。

●場 繁多川公民館  ●申 直接お問い合わせください。

9時30分～19時［土曜～18時、日曜～17時（中央・繁多川～18時）］開館時間
月曜（中央・若狭・小禄南・石嶺）／金曜（牧志駅前ほしぞら・首里・繁多川）休 館 日

中央図書館　☎917-3449
◉親子手づくり教室
　「ペットボトルでつくる自分だけのミニ水族館」
●日 7月24日（日）13時30分～15時30分
●場 首里公民館2階視聴覚室
●対 市内在住の小学生（保護者同伴）
●定 15組30人（先着順）  ●費 無料
●申 7月3日（日）10時～ ※電話または直接来館

首里図書館　☎917-3452

◉きらきらスノードームをつくろう！
●日 8月13日（土）10時～11時30分
●場 小禄南公民館1階　中研修室
●対 市内在住の小学生
  （低学年は保護者同伴）
●定 15人（先着順）  ●費 無料
●申 7月23日（土）9時30分～
　 ※小禄南図書館来館のみ受付

小禄南図書館　☎917-3451

◉ペットボトルでオリジナルまんげきょうを作ろう！
●日 8月21日（日）10時～11時30分  ●場 牧志駅前ほしぞら公民館　3階実習室
●対 市内在住の小学生（保護者同伴）  ●定 16人（先着順）  ●費 無料
●申 8月6日（土）9時30分～  ※ほしぞら図書館来館のみ受付

牧志駅前ほしぞら図書館　☎917-3450

◉夏休み親子ミニブックづくり
●日 7月24日（日）10時～12時
 （台風時は翌週31日）
●場 若狭公民館2階　第1研修室
●対 市内在住の小学生（保護者同伴）
●定 15組30人（先着順）
●費 1組48円（保険料実費）
●申 7月1日（金）9時30分～
　 ※若狭図書館来館のみ受付

若狭図書館　☎917-3453

◉こねこねせっけん教室
●日 7月30日（土）14時～16時
●場 石嶺公民館1階　実習室
●対 市内在住の小学3～6年生（親子参加可）
●定 20人（先着順）
●費 300円 
●申 7月2日（土）9時30分～
　※石嶺図書館来館のみ受付

石嶺図書館　☎917-3454

●日 8月6日（土）・7日（日）10時～
●内 ・子どもエイサー
　・和太鼓
　 ・旗頭

アトラクション

①夏休みおはなし会「おばけだぞ～」
●日 7月30日（土）10時30分～12時
●場 繁多川公民館2階　研修室
●対 幼児から（高学年以上向けのプログラムもあります）
●定 20人  ●費 無料  ●申 不要

②夏休み親子工作教室
　「牛乳パックでつくる！変わり絵パズル」
●日 7月27日（水）13時30分～15時
●場 繁多川公民館3階ホール
●対 小学１～6年生（低学年は保護者同伴）
●定 20人（先着順）  ●費 無料  
●申 7月19日（火）～ ●持 色えんぴつ

③夏休みルンルン月曜日「アニメ上映会」
●日 ７月25日（月）～8月22日（月）の
　 毎週月曜  13時30分～
●場 繁多川公民館2階　研修室
　（8月1日のみ図書館ロビー）
●対 幼児～  ●定 40人  ●費 無料
●申 不要  ※団体の場合は事前にご連絡ください。

繁多川図書館　☎917-3455

※電話または直接来館
※応募多数の場合は抽選

図 書 館

伝統工芸館
☎868-7866

那覇市伝統工芸館まつり開催!!
この機会にぜひさまざまな工芸の世界を体験してみませんか！　

●日 8月1日（月）～31日（水）※各工房の休日は通常どおり
　 受付：10時～16時 ※ガラスは16時45分まで
　 体験：10時～17時
●場 伝統工芸館（体験工房）
●費 中学生以下は1,500円（税込、商品は限定）
　 大人は通常料金です。
●定【陶器】創作面シーサー……1日10人
  【びんがた】トートバッグ… 1日20人
  【首里織】コースター………1日10人
  【漆器】ストラップ………… 1日10人
  【ガラス】一輪ざし…………1日10人

夏休み子供工芸体験
（陶器、びんがた、首里織、漆器、ガラス）

●日 8月5日（金）～7日（日）
　 特別展示室：9時～18時
　

　 販売場：10時～20時
　 体験場：10時～17時
 【体験特別企画】
・首 里 織（コースター）1枚500円 先着20人
・びんがた（コースター）1枚500円 先着20人

那覇の伝統工芸品の展示、販売、体験

●日 8月6日（土）・7日（日）
●場 コリドール（会議室の近く）

壺屋ろくろ実演
応　募　7月25日（月）～8月19日（金）
条　件　①市内の小・中学生
　　　　②絵画描写、写真撮影箇所は市内に限る
　　　　③工芸に関する作品
提出先　伝統工芸館事務局
　　　　  ☎868-7866
※応募できる作品は、一人絵画1点、写真1点とします。

おもしろ工芸絵画・写真展

●期 8月5日（金）～7日（日）の３日間  ●時 10時～17時30分
●場 那覇市伝統工芸館（テンブス那覇２階）

◉茶道教室
●日 8月3日（水）13時～15時
●対 幼児～一般（親子参加可）
●定 5人  ●費 100円（材料費）※白のソックス持参

◉料理教室
●日 8月5日（金）10時～13時
●対 小学生～一般（親子参加可）
●定 30人  ●費 400円（材料費）※エプロン・三角巾持参

全商品
10%OFF

販売品

10%OFF
体験料

Summer
  Vacation!

Let’s
   Enjoy

もうすぐ夏休み～！ 何して遊ぼう~♪どこへ行こう～♪
今年も市の施設ではいろいろなイベントや講座を準備しています。

申し込み方法や募集定員など詳しくは各施設へお問い合わせください。

公 民 館

あそびに
きてネ

大人100円
中学生以下は無料｛


