
遊ぼう！学ぼう！楽しもう！

子どもたちが待ちに待った“夏休み”がやって
きます。今年も夏休み期間中、市内の児童館や
公民館などの施設では色々な楽しいイベントや
講座を準備しています。ぜひ、夏休みの宿題や
思い出に遊びに来てください☆
※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。

開館時間  9時～22時　 申し込み受付時間  9時～17時（土日、祝日を除く）
※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。

◆少年教室「マリンレジャー・沖釣り・魚料理体験学習in古宇利島」
8月11日（金）～12日（土）　 古宇利島　 市在住・在学の小学4～6年生
20人（先着順）　 5,000円（交通費、宿泊費、体験料、保険料等込）
7月3日（月）～14日（金）※電話または来館 ※8月6日（日）10時～11時に事前オリエンテーションあり。

◆親子ふれあい教室「真和志ってどこにあるの？壺屋と市場を体験しよう」
7月22日（土）、23日（日）、29日（土）全3回　10時～12時　 中央公民館他
市在住・在学の小学生と保護者（まち歩きがあるため要体力）※3日間参加できる方優先。
15組（先着順）　 1組2,000円（陶芸体験費用・おやつ・保険等込）※陶芸は1組1作品です。

※１組は小学生１人、保護者１人とします。　 7月3日（月）～14日（金）※電話または来館

◆わくわく森の探検隊！
8月4日（金）～5日（土）※7月29日（土）13時～14時に事前オリエンテェーションあり。
森の家みんみん　 森の酵母でパン作り、森の探索と観察会
市内在住・在学の小学4～6年生
20人（抽選）※結果は21日（金）午後に電話かメールにてお知らせします。
1,500円（宿泊費、食事代、保険料）
7月10日（月）～20日（木）※電話、メールまたは来館　Mail：info@cs-wakasa.com

◆夏休み親子工作教室「ペーパーステンドグラスをつくろう！」
7月30日（日）10時～11時30分　 若狭公民館第1研修室
市内在住の小学生（保護者同伴）　 親子15組（先着順）
1組48円（保険料実費）　 7月2日（日）9時半～※来館受付のみ

◆工作教室「こねこねせっけん教室」
７月29日（土）14時～16時　 石嶺公民館実習室　 小学3～6年生
20人程度（先着順）　 300円　 7月8日（土）10時～※来館受付のみ

◆親子手づくり教室「キラキラ光り輝く万華鏡づくり」
8月6日（日）13時30分～15時30分
首里公民館2階視聴覚室
市内在住の小学生（保護者同伴）（幼児の参加は不可）
親子15組（先着順）　 無料
7月9日（日）10時～※来館受付のみ

◆少年教室「身近な自然を満喫しよう！IN みんみん」
7月29日（土）～30日（日）　 森の家みんみん
カメラオブスクラ、採蜜体験、シードボール作り、星空観察、森のレストラン
市内在住・在学の小学4～6年生
20人（先着順）　 1,800円（保険料込み）
7月21日（金）まで※電話または来館

◆ピエロのファンキー「親子バルーンアート教室」
7月28日（金）13時30分～16時30分
小禄南公民館ホール　 市在住・在学の小学生親子・中学生のみ可
親子20組（先着順）　 1,500円　 7月3日（月）～ ※電話または来館

◆夏休みほしぞら観察会
夏休み期間中の毎週金曜日

　19時30分～20時30分
牧志駅前ほしぞら公民館
どなたでも
80人（中学生以下は保護者同伴）
無料
当日直接来館にて※雨天・曇天の場合中止

夏休み特別企画　利用者が先生！
繁多川公民館　 7月4日（火）～13日（木）※参加費を持参のうえ直接来館

夏休み特別企画　利用者が先生！
繁多川公民館　 7月4日（火）～13日（木）※参加費を持参のうえ直接来館

◆点字学習／アイマスク・誘導体験
8月3日（木）、10日（木）、17日（木） 

　13時～14時
小学4～6年生
10人
150円（材料費）

◆夏休みアニメ映写会
8月9日（水）14時～14時30分
小禄南公民館1階視聴覚室
幼稚園～小学生
50人　
無料
不要（※団体は要申込）

◆火おこし体験
8月4日（金）9時～11時
小学1年生～中学生
20人
200円（材料費）※軍手持参

◆夏休み工作教室「牛乳パックでつくる！
変わり絵パズル」

7月26日（水）14時～15時30分
繁多川公民館2階研修室　　
小学1～6年生（低学年は保護者同伴）
20人（先着順）
無料※色えんぴつ（クーピー）・のりを持参
7月15日（土）10時～※電話または来館

◆親子工作教室「シェルストラップを
作ろう！」

7月30日（日）14時40分～16時
中央公民館ホール
市内在住の小学生（保護者同伴）
親子20組（先着順）　 無料
7月2日（日）10時～※電話または来館

◆三線教室
7月29日（土）～8月26日（土）毎週土曜日

　（全5回）10時～12時
小学生～
10人
500円（資料代）※三線持参

◆工作教室「ひんやり保冷剤でぷるぷる
消臭剤をつくろう！」

8月19日（土）10時～11時
小禄南公民館1階中研修室
小学生（※保護者同伴）
親子15組（先着順）
無料
7月29日（土）9時30分～※来館受付のみ

◆ペタンクで遊ぼう
7月21日（金）、28日（金）、8月18日（金）、

　25日（金）全4回　10時～12時
小学生～一般　 15人
50円（保険代）※タオル、水筒、帽子持参

◆フラワーアレンジメント教室
7月21日（金）13時～15時
小学校4年生～中学生
30人
50円（保険代）

◆夏休みおはなし会「おばけだぞ～」
7月29日（土）10時30分～12時
繁多川公民館2階研修室　
幼児～

　（高学年以上向けのプログラムもあります）
無料
不要

◆夏休みアニメ映写会
8月2日（水）14時～15時
中央公民館ホール
幼児～小学生
50人
無料
不要（※団体は要申込）

◆夏休み工作教室～老眼鏡で望遠鏡をつくろう～
7月29日（土）14時～16時
首里公民館展示室
小学生（3年生以上）
20人（先着順）
200円（材料費）
7月10日（月）～14日（金）※電話または来館

◆夏休み工作教室「ペットボトルを使った工作」
8月13日（日）10時～11時30分
牧志駅前ほしぞら公民館第４学習室
幼稚園～小学校中学年（3、4年生）　 親子16組（保護者同伴）
無料　 7月30日（日）9時30分～※来館受付のみ

◆夏休み子ども英語体験教室「Let's English」
8月1日（火）～4日（金）

　10時～12時（連続4回）
小禄南公民館
市在住・在学の小学４年生以上
20人（先着順）
100円
7月3日（月）～※電話または来館

◆暗闇を体験する洞くつ探検
7月29日（土）9時30分～16時
牧志駅前ほしぞら公民館
市内在住・在学の小学校4～6年生
20人
3,500円

　（昼食代・施設入場料※別途保険料負担あり）
7月3日（月）～7日（金）※電話または来館

◆書道教室
8月2日（水）、9日（水）、16日（水）、23日（水）

　全4回　16時～18時
小学生～中学生　 6人
200円（材料費）※書道セット持参

◆暑中見舞い教室
7月26日（水）14時～15時
小禄南図書館集会室
小学生
市内在住の小学生8人

　（※先着順。低学年は保護者同伴）
無料
7月8日（土）9時30分～※電話または来館

◆太極拳とカンフー
7月21日（金）、28日（金）、8月4日（金）、

　18日（金） 全4回　15時～17時
小学生～　 5人
無料※タオル、水筒、室内シューズ持参

◆料理教室
8月5日（土）10時～13時
小学生～（親子参加OK）
30人
450円（材料費）※エプロン、三角巾持参

◆怖いおはなし会
8月2日（水）14時～14時30分
小禄南公民館1階視聴覚室
幼稚園～小学生
50人　
無料
不要（※団体は要申込）

◆夏休み星空観察会
7月29日（土）19時～21時
首里公民館展示室
どなたでも（中学生以下は保護者同伴）
40人（先着順）
無料
7月10日（月）～14日（金）※電話または来館

◆「親子島ぞうりアート教室」
8月6日（日）13時～16時
小禄南公民館ホール
市在住・在学の小学生親子・中学生のみ可
親子15組（先着順）
650円（保険料込）
7月3日（月）～※電話または来館

　※申込時にぞうりの色とサイズを確認します

中央公民館　☎ 917-3442

若狭公民館　☎ 917-3446

若狭図書館　☎ 917-3453

石嶺図書館　☎ 917-3454

首里図書館　☎ 917-3452

石嶺公民館　☎ 917-3447

牧志駅前ほしぞら公民館　☎ 917-3443

繁多川公民館　☎ 917-3448

小禄南図書館　☎ 917-3451

繁多川公民館　☎ 917-3448

首里公民館　☎ 917-3445

牧志駅前ほしぞら図書館　☎ 917-3450

小禄南公民館　☎ 917-3444

開館時間  9時30分～19時[土曜～18時、日曜～17時（中央・繁多川～18時）]　

休館日  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）

◆夏休みわくわくこども会（おはなし会）
7月30日（日）14時～14時30分　 中央公民館ホール
不要　　 無料

◆夏休みルンルン月曜日「アニメ上映会」
7月24日（月）～8月21日（月）毎週月曜日　13時30分～
繁多川公民館2階研修室（8月7日（月）のみロビー）
幼児～　 40人　 無料　 不要（※団体は要申込）

中央図書館　☎ 917-3449

繁多川図書館　☎ 917-3455

公民館

図書館

夏休みイベント情報夏休みイベント情報 ◆茶道教室
8月9日（水）14時～15時
幼児～（親子参加OK）
5人
100円（材料費）※白のソックス持参

◆三線教室
7月22日（土）～8月26日（土） 毎週土曜日　

　（全6回）13時～15時
小学生～　 5人
500円（資料代）※三線持参
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