
イソヒヨドリの子育て♪

白いゾウムシだ！
キャンプ場を散歩していると
色んな昆虫に会えるよ！

あやかりの杜だより６月号
〒901-2311　沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場1214 北中城村あやかりの杜
TEL:098-983-8060 / FAX:098-983-8090 　HP:http://www.ayakari.jp
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   129号

北中城村

火 水 木 金 土

←午前クラス
←午後クラス

あやかりの杜 令和元年度 第２期講座受講生募集のお知らせ

割→図書館カード提示で￥500割引あり！

定員に達しない講座は開講できない場合
がございます。ご了承ください。

【申し込み方法】
　　 受付開始日：６月６日(木)
　　  午前９時より※月曜休館
お電話もしくは窓口でお申し込みいただき
開講日の３日前までに受講料をお支払い下
さい。(※材料費のある講座は、開講日の５日前まで。)

       TEL：098-983-8060  
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※日程に変更がありましたら、館内掲示のチラシにてご報告いたします。

楽→楽器レンタルあり。
　（有料・無料かは要問合せ）

 楽しい折り紙教室
7/2.16.8/6.20.9/3.17
全6回 午前10時-12時
  受講料:6,500円
  材料費:3,000円

　   おとなの
  三線教室(上級)
 7/11-9/19 全10回
  午後7時-8時30分
  受講料:10,500円

　 美姿勢ヨガ(夜)
 7/4-9/19 全10回
午後7時30分-8時45分
  受講料:10,500円

　　　　楽しい
 オカリナ教(初級・夜)
7/2.16.8/6.20.9/3.17
全6回 午後6時-7時30分
   受講料:10,500円

　　　　楽しい
 オカリナ教室(初級･朝)
 7/2.16.8/6.20.9/3.17
全6回 午前10時-11時30分
　  受講料:10,500円

　 韓国語を楽しもう
 7/26-9/27 全10回
午後8時20分-9時50分
  受講料:10,500円
  資料代:   500円

　ヒーリングヨガ
  7/2-9/17 全8回
午後8時30分-9時30分
  受講料:8,500円

　　　　楽しい
　オカリナ教室(中級)
 7/2.16.8/6.20.9/3.17
 全6回 午後8時-9時30分
　 受講料:10,500円

     ビーズ教室
7/5.19.8/2.16.9/6.20
全6回 午前10時-12時
  受講料:6,500円
　  (材料費別)

   　琉球かれん教室
7/10.24.8/28..9/11.25
全5回 午前10時-11時30分
     受講料:5,500円
    (教材費別1,500円)

   かな書道教室
7/5-9/20 全10回
  午前10時-12時
 受講料:10,500円

　 　おとなの
　三線教室(入門）
 7/9-9/17 全10回
  午後6時-7時30分
 受講料:10,500円

   　おとなの
　三線教室(初級)
 7/9-9/17 全10回
午後7時45分-9時15分
 受講料:10,500円

  きもの着付教室
7/11-9/19 全10回
  午前10時-12時
 受講料:10,500円

  ヒーリングヨガ
 7/5-9/27 全10回
 午前10時45分-12時
  受講料:10,500円

　  スローヨガ
7/6-9/14 全10回
午前10時-11時30分
 受講料:10,500円

アーディー･ヨーガ
7/10-9/18 全10回
 午後7時-8時30分
 受講料:10,500円

　 美姿勢ヨガ(昼)
 7/3-9/25 全10回
  午後1時-2時30分
 受講料:10,500円

  アーディー･ヨーガ
  7/6-9/21 全10回
午前10時15分-11時45分
  受講料:10,500円

     英会話 
7/12-9/20 全10回
 午前10時-11時30分
 受講料:10,500円

     太極拳
7/12-9/20 全10回
 午後8時-9時30分
 受講料:10,500円

    自彊術教室
7/10-9/18 全10回
 午前10時-11時30分
  受講料:8,500円

 ヒーリングヨガ
 7/2-9/17 全8回
午前10時-11時15分
 受講料:8,500円

    和紙ちぎり絵教室
  7/13.27.8/10.24.
   9/14.28  全6回 
    午前10時-12時
    受講料:6,500円
  (教材費別1,080円̃)

　　　英会話 
7/11-9/19 全10回
 午後7時-8時30分
 受講料:10,500円

　　水墨画教室
  7/18.8/22.9/19
全3回 午前10時-12時
  受講料:3,500円

       織物教室
7/11.25.8/1.29.9/12.26
 全6回 午前10時-12時
   受講料:6,500円

  織物教室(入門)
    6/5.19.26
全3回 午前10時-12時
  受講料:3,500円
  材料費:2,000円

織物教室（入門）
　

人気講座グァテマラの
織物教室＜入門編＞を開講します！

　

日　程：令和元年6月5日,19日,26日(水)
時　間：午前10時～12時　全3回講座
定　員：１０名
対　象：一般
受講料：3,500円
材料費：2,000円
講　師：君島 智海 氏

ライフプランニング
セミナー

　　

日　時：令和元年7月6日(土)
時　間：午後２時～３時　　　　
定　員：30名
対　象：一般
受講料：無料　
講　師：ファイナンシャルプランニング技能士
　　　　久場 俶弘 氏

あやのふぁ
大人の三板教室

 

日　時：令和元年6月27日,7月4日(木)
時　間：午後7時～8時　　全２回講座　
定　員：20名
対　象：一般
受講料：無料
講　師：福里 愛子 氏

お電話もしくは窓口でお申し込みください。
受講料は、３日前までに窓口にてお支払いください。

　　TEL：098-983-8060  午前9時～午後8時 (月曜休館)　　

【講座への申込方法】
受付日：令和元年６月６日（木）

午前９時より受付開始

・・あやかりの杜　５月図鑑・・

お父さん親鳥とお母さん親鳥は協力して
子育てをしています☆☆
ヒナにごはんを与えるため、虫を
捕まえようと忙しくしています♪

①幼虫
②サナギになる

準備
③黄金のサナギに

変身！

④羽のような
模様が

見えてきた！

⑤朝見に見に行くと
羽化したばかりの
オオゴマダラが
見れました！

無料講座のご案内あやかりの杜自主講座
information

あやかりの杜スコーレ広場では
毎年オオゴマダラを観察することができます！

幼虫から成虫になるまでを観察できるので、ぜひ遊びに来てね☆

オキナワクワゾウムシ

期　間：令和元年６月１1日（火）～６月２６日（水）最終日１７：００まで

カマキリの赤ちゃん

父の日のワークショップ
～プラバンでお守り作り～

日　時：令和元年６月９日(日)　　　　
時　間：①10時～11時　②11時～12時　③1２時～１３時
定　員：①７名　②７名　③６名
対　象：５歳～小学生まで
受講料：２００円　　　場　所：あやかりの杜展示ロビー

比嘉太郎資料展６月の展示コーナー




