
広報わかさ

http://cs-wakasa.com/kouminkan/

那覇市若狭公民館

� �ꁿյ㝕ם׀捇㵬ֿ㙟ַֻי
մմմ־�䖥ꏕؒ ַֹכ㛽ֿ
ׂ 臝ױ־նכ؆յ捇㵬ַע
ׂיזח ն؆ױ־־
մַրꉌ곓䭰獏ցֿ לג⮂ ֹ
ד؆ַַג ֹםמכ׆יז
徙יֻ⤫מ捇㵬־յ册嫘ַֹם
ث٭بն⺫뀸נךַג׀ֽי⤫
٤ꁸֻյ侉י״ꉌ곓ֽיַחמ
焒ױն

2021.7.20 発行

劄

No.115

・特集／台風防災特集
・地域ニュース　‒ 福建省とオンライン交流校に
    − ワクチン接種はじまりました！

・地域のきらり
　災害プラットフォームおきなわ

・サークル紹介
　 わかさストレッチ／かな書道サークル

・図書館、児童館情報 etc...

目 次

մ♀䌑劓傽־րꉌ곓⳹⼴ցֿ 摾ׂ
גױםמ㜟剳מյւꉌ곓䭰獏փם
둚벉脢걀㵬ֵס偙յסא佻䴈脢ס
偙չעյր둚벉脢ꉌ곓餾䧱ٝي ٜց
ֿ溪♤ג僃מ״ꉌ곓ךյ׳
ն崼寊כ׆ַםⷩכ⮂מ㜽מײ
յր㏸焻捇㵬餾䧱ׂם䔔꼸ֿס둚愲
ⶓ㔔ցמ霂䓜ַֽם㴎עյׇ 蔦麃ס
⮿偂ך蔦㴎ךꉌ곓ױ׀ךն

鼘ꨇח儗ך銲ׅכ➂鼘ꨇ㨣կ

傍䚈岣䠐䞔㜠 1-W�

㣐ꨍ٥峿宏넝惐岣䠐㜠 2-W�

넝룳罏鼘ꨇ 3-W�

鼘ꨇ䭷爙 4-W�

拄㹱ךפ䗰圓ִ➙䖓ך䞔㜠ח岣䠐կ

鼘ꨇ遤然钠ׅկ

Ⰻ㆞鼘ꨇׅ կפ㜥䨽ז㸜Ⰻּח

⽬ꤹㄏ㸚ח剑㊣ך遤կ

台
風
シ
ー
ズ
ン
到
来
！

日
頃
の
備
え
は
い
つ
や
る
の
？

01

火災・救急・救助など人命に関わる時は☎      　１１９
火災・救急・救助など人命に関わる時は☎      　１１９

ヤル！

　　　ヤル
～！

ヤル！

　　　ヤル
～！

避難指示が出たら
　　   必ず避難を！

いつやるの？！

今日からヤルヤル〜
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若狭公民館
LINE

臨時休館・開館等の
お知らせ、講座などの
最新情報を発信して
います。

みんなの公民館

若狭公民館にまつわる様々な情報を発信しています。

チャンネル登録おねがいします！ ３

若狭公民館 YouTubeチャンネル
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災害の種類
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どこに避難したらいいの？

やーぐまい！自宅避難とは？ うちなーの知恵袋と防災袋

防災関連連絡先・サイト

備えて安心！
防災リュック

防災

那覇市が配布している
防災マップ

 自宅避難の３条件 
条件１    
条件２    
条件３    
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今日から

ヤルっきゃない！
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講座・事業のご案内

若狭公民館　　　
　　　　　　の取り組み

若狭公民館　　　
　　　　　　の取り組み
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ポストポスト部
アート同好会 ダンボール部
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おたよりも
まってるよ！

顧問：土屋 誠一
顧問：平良 亜弥

顧問：儀間 朝龍

顧問：藤井 光
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ユーチュー部

アートな部活動部員募集中！アートな部活動部員募集中！
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わかさ手仕事教室 スマホレッスン講座わかさ手仕事教室 スマホレッスン講座
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ワクチン接種予約お手伝いします！

緊急事態宣言の影響で、日程を変更します。
ご応募多数のため、抽選で開催します！



このコーナーは、若狭公民館エリア（那覇市内の国道58号線より西側全ての地域）の
地域情報を掲載します。皆さまからの情報提供お待ちしています！

☆ブログにて配信中☆ http://wakasa867.ti-da.net

電話番号  098-867-7266
開館時間  10時-18時
休 館 日  祝祭日・慰霊の日・年末年始

『那覇100年の物語
　  ‒ 那覇市市制100周年記念誌』  

那覇市市制100周年記念映像・記念誌制作委員会∥編集　
ボーダーインク∥発売

若狭
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若狭1・2丁目トービーラー退治！

福建省とオンライン交流校に！

曙小学校の校庭が芝生化

ワクチン接種はじまりました！
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「一般社法人災害プラットフォームおきなわ」

← LINE
登録は
こちらから

地域のきらり

地域のできごと地域のできごと地域のできごと

地域のきらり

若狭 曙

天妃 那覇市
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若狭
図書館

   あ し と み   　めぐみ 

若狭児童館

若狭
図書館

　私たちと一緒に広報誌を
つくってくれる方を募集しま
す。文章書くの大好き！写真
を撮るのが好き！なそこのあ
なた！地域で行われている
イベントや催しを取材して
記事を書いてみませんか？
興味がある方は、お気軽に
公民館までお問い合わせく
ださいね。

広報わかさライター募集
ポストポスト部が公民館前に設置したポストの

「Pちゃん」にお手紙やイラストを投函してみませんか？
今月から、テーマを設けて募集しています！

ポストポスト掲示板

テーマは、ぼくの帽子に書いているッピ〜！

新！地域サポートわかさ誕生
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赟Ⱐמ╚ꪛׄյחכץחכץ
俆䉘גױնֽ յךׅ־
♀䌑蝄栄ؙٛؓס䌐畧ֿ
նנױג⟛
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職員コラム

・私のオススメ
  （本、映画、アニメ、など）

・推し愛♡を語る

・おまつりの思い出
　（那覇まつり、ハーリーなど）

《今月のテーマ》

職員コラム
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（ごきぶり）
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かな書道サークルわかさストレッチ
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