
沖縄県総合運動公園沖縄県総合運動公園沖縄県総合運動公園
期間：2021 年 4 月～ 2021 年 9 月 受講者募集♪受講者募集♪受講者募集♪

お申込み・お問合せ

〒904-2173　沖縄県沖縄市比屋根5-3-1　TEL：098-932-5114（9時～17時）/FAX：098-932-2222
【公式ホームページ】　http://okinawa-kenso.com/　、　【公式facebook】　https://www.facebook.com/okinawakensogo/

指定管理者：　　　　　　　　　株式会社トラステック
沖縄県総合運動公園

【教室申込みの流れ】

募集期間中に電話予約　→　参加当日にお支払い

◆先着順の受付となり、定員に達した場合はキャンセル待ちでのご案内となります。

　キャンセルが出た場合、お電話にてご連絡致します。

◆申込受付は 9：00～ 17：00 まで。火曜休園日 (火曜が祝祭日の場合、翌平日が休園日 )

◆受講にあたり、健康状態に不安のある方は、あらかじめ医師の診断を受けてからお申込み下さい。

◆一旦納入された受講料は、講座が不成立の場合以外は払い戻し出来ません。

　※一部イベントは、電話予約がありません。ホームぺージ等で各イベントの受付方法をご確認いただくか、

　案内センターまでお問合せ下さい。

募集期間後にキャンセルの場合　→　キャンセル料のお支払いが必要となる場合があります。

夏休みワークショップ①

わくわくクワガタ虫かご作り

夏休みワークショップ②

万華鏡

夏休みワークショップ③

着衣泳体験

救急の日　避難訓練・炊き出し体験

7/24(土)～25(日)
7/31(土)～8/1(日)

7/24(土)～25(日)
7/31(土)～8/1(日)

7/24(土)～25(日)
7/31(土)～8/1(日)

9/5(日)

昭和の日　有料体育施設無料開放日

沖縄こどもの遊びまつり～2021GW～

ゆい池体験カヌー＆ウォーターレタス狩り②

キッズ料理講座

KENSO親子ダブルステニス大会

季節の無料体験シリーズ①

サクラ餅作り体験

KENSOオープンテニス大会

キャンプ料理講座　第1弾

こいのぼり掲揚式【保育園】

ゆい池体験カヌー＆ウォーターレタス狩り①

7/4(日)

7/4(日)

7/5(月)

7/17(土)

7/23(金)

季節の無料体験シリーズ⑤

STAR FESTIVAL

季節の無料体験シリーズ⑥

笹団子作り体験

七夕の集い【保育園】

流しそうめんまつり

スポーツの日　有料体育施設無料開放日

季節の無料体験シリーズ③

お掃除自慢のお母さん

KENSOチーム対抗テニス大会

第4回ウォーターバルーンバトル大会

県総カヌー＆SUP体験(5月)

5/22(土)

5/29(土)

5/10、17、24、31

6/12(土)

6/20(日)

6/26(土)

6/19(土)

季節の無料体験シリーズ④

関白宣言

4/26(月) イモ植付＆サクラ餅作り体験【保育園】

9/20(月・祝)
季節の無料体験シリーズ⑦　本当は孫の日!?
おじぃとおばぁはいつも愛情たっぷり

9/20(月・祝)
季節の無料体験シリーズ⑧

敬老の日　陶芸体験

9/23(木・祝) KENSO秋季テニス大会

9/25(土) キャンプ料理講座　第2弾

県総カヌー＆SUP体験(6月)

9/6、13、22、27 県総カヌー＆SUP体験(9月)

4/29(木・祝)

6/7、14、21、28

KENSO　KID'Sスプリントトライアル①

季節の無料体験シリーズ②

チマキ作り体験（沖縄こどもの遊びまつり）

4/3(土)

4/10(土)～11(日)

4/17(土)

4/22(木)

6/27(日)

4/29(木・祝)

5/4(火・祝)～5(水・祝)

5/4(火・祝)～5(水・祝)

5/9(日)

出店数が多いので、食器や洋服・手作りのアクセサリー・雑貨などが盛り沢山！！

掘り出し物をＧＥＴしに、お友達や家族、皆さんでお越しください♪

●出店料：500 円 /1 区画　●募集区画数：100 区画【先着順】

●開催場所：中央口駐車場　※雨天中止

申込期間 8/29(土) ～ 9/13(日)

開催日時 9/26（土）
10︓00 ～ 13︓00

※日程は一部予定です。不定期開催のイベントもございます。

コロナウイルスの感染状況によっては、イベント・教室の内容が変更、中止になる場合もあります。詳しくはお問合せください。

上半期　イベント情報上半期　イベント情報
募集期間 実施期間 時間 曜日/回数 場所 対象・定員 受講料

4/2・3・4 9：00～12：00 金・土・日 サブアリーナ
幼児・小低
各10名

2,500(保険料込)

4/5～4/26 16：00～17：00 月曜日/全4回 サイクルセンター 各日程3名 1回500

4/7～6/16 14：30～15：30 水曜日/全10回
管理事務所1F

会議室
成人10名 8,000

4/7～6/16 16：00～17：00 水曜日/全10回
管理事務所1F

会議室
4～6才
10名

8,000

4/12～6/7 13：00～14：00 月曜日/全8回 25ｍプール 成人10名 5,000（保険料込)

4/12～6/7 14：30～15：30 月曜日/全8回 25ｍプール 成人10名 5,000（保険料込)

4/12～6/21 10：00～12：00 月曜日/全10回
郷土館

多目的室
成人20名 3,500

4/21～6/16 18：00～19：00 水曜日/全8回 レクドーム
4才～小6
20名

5,000（保険料込)

4/21～6/16 19：00～21：00 水曜日/全8回 レクドーム 成人20名 5,000（保険料込)

5/12～5/26 9：30～12：30 水曜日/全3回
管理事務所2F

会議室
成人15名 2,500(材料費込)

5/13～7/15 10：30～12：00 木曜日/全10回 タピスタ記者室 成人16名 5,000(保険料込)

5/12・19・26 16：30～17：30 水曜日/全3回 タピスタ
幼児～小低
20名

2,500(保険料込)

5/13～7/15 19：30～21：00 木曜日/全10回 タピスタ記者室 成人15名 5,000(保険料込)

5/15 14：00～16：00 土曜日
郷土館

玩具・工作室
成人20名 2,500(材料費込)

5/19～7/28 19：00～21：00 水曜日/全10回 タピスタ記者室 成人20名 5,000(保険料込)

5/13～6/10 19：00～21：00 木曜日/全5回 サブアリーナ 成人30名 3,000(保険料込)

5/22 9：30～10：30 土曜日 サブアリーナ 親子20組 1,000(保険料込)

5/22 11：00～12：00 土曜日 サブアリーナ
4～6才
20名

1,000(保険料込)

5/22 13：00～14：00 土曜日 サブアリーナ
小1～3
20名

1,000(保険料込)

5/22 10：00～12：00 土曜日
管理事務所2F

会議室
成人20名 3,000(材料費込)

6/2～7/7 16：00～17：30 水曜日/全6回 タピスタ記者室
4才～小2
10名

3,000(保険料込)

6/19 14：00～16：00 土曜日
郷土館

玩具・工作室
成人20名 2,500(材料費込)

6/19 9：30～10：30 土曜日 サブアリーナ 親子20組 1,000(保険料込)

6/19 11：00～12：00 土曜日 サブアリーナ
4～6才
20名

1,000(保険料込)

6/19 13：00～14：00 土曜日 サブアリーナ
小1～3
20名

1,000(保険料込)

6/24～7/29 19：00～21：00 木曜日/全5回 サブアリーナ 成人30名 3,000(保険料込)

7/5～8/30 13：00～14：00 月曜日/全8回 25ｍプール 成人10名 5,000（保険料込)

7/5～8/30 14：30～15：30 月曜日/全8回 25ｍプール 成人10名 5,000（保険料込)

7/5～9/13 13：30～15：00 月曜日/全10回 タピスタ記者室 成人16名 5,000(保険料込)

7/7～9/8 14：30～15：30 水曜日/全10回
管理事務所1F

会議室
成人10名 8,000

7/7～9/8 16：00～17：00 水曜日/全10回
管理事務所1F

会議室
4～6才
10名

8,000

7/7～9/1 18：00～19：00 水曜日/全8回 レクドーム
4才～小6
20名

5,000（保険料込)

7/7～8/25 19：00～21：00 水曜日/全8回 レクドーム 成人20名 5,000（保険料込)

7/12～9/27 10：00～12：00 月曜日/全10回
郷土館

多目的室
成人20名 3,500

7/14～7/28 9：30～12：30 水曜日/全3回
管理事務所2F

会議室
成人10名 3,000(材料費込)

7/3～
7/17

7/26・28・30 9：00～10：00 月・水・金/全3回 タピスタ
幼児～小低
20名

2,500(保険料込)

8/5～10/21 10：30～12：00 木曜日/全10回 タピスタ記者室 成人20名 5,000(保険料込)

8/12～9/9 19：00～21：00 木曜日/全5回 サブアリーナ 成人30名 3,000(保険料込)

8/18 14：00～16：00 土曜日
郷土館

玩具・工作室
成人20名 2,500(材料費込)

9/4 10：00～12：00 土曜日
郷土館

玩具・工作室
成人20名 3,000(材料費込)

9/1・8 9：30～12：30 水曜日/全2回
管理事務所2F

会議室
成人15名 2,000(材料費込)

9/6～11/15 19：30～21：00 月曜日/全8回
タピスタ記者室・
サブアリーナ

成人15名 4,000(保険料込)

5/1
(土)
～
5/15
(土)

7/17
(土)
～
7/31
(土)

5/29
(土)
～
6/12
(土)

第3期　夜間ヨガ

第1期　夜間ヨガ

第2期　水泳初心者クロール

水泳～初心者背泳ぎ～

第2期　親子リズムジャンプ

第1期　キッズHula

第2期　夜間ヨガ

第1期　月桃化粧水＆クリーム作り教室

6/13
(日)
～
6/27
(日)

第1期　多肉植物アレンジメント

6/12
(土)
～
6/26
(土)

3/13
(土)
～
3/27
(土)

3/14
(日)
～
3/28
(日)

教室名

第1期　午前ヨガ

第1期　午後ヨガ

第1期　KENSOスポーツ塾(跳び箱・鉄棒)

第1期　自転車乗り方教室

第1期　KENSOスポーツ塾(かけっこ)

第1期　英会話教室

第1期　キッズ英会話

第1期　カービング

第1期　中級クラフトバンド

第1期　水泳初心者クロール

水泳～長距離クロール習得～

第1期　KENSOキッズテニス

4/18
(日)
～
5/2
(日)

第1期　KENSO一般テニス

第1期　夜間ピラティス

第1期　リズムジャンプ(4～6才)

第1期　リズムジャンプ(小1～3)

第1期　ZUMBA(ズンバ)

第1期　親子リズムジャンプ

第2期　ZUMBA(ズンバ)

4/17
(土)
～
5/1
(土)

8/14
（土)
～
8/28
(土)

梅干し作り教室

第1期　上級クラフトバンド

第2期　KENSOキッズテニス

第2期　KENSO一般テニス

第2期　KENSOスポーツ塾(かけっこ)

第2期　午前ヨガ

第2期　カービング

第2期　リズムジャンプ(4～6才)

第2期　リズムジャンプ(小1～3)

第2期　英会話教室

第2期　キッズ英会話

第1期　酵素作り教室

第1期　プリザーブドフラワーアレンジメント

第1期　はじめてのクラフトバンド

ホームページ Facebook

Instagram LINE



健
康
教
室

募集期間 1期　 5/1～5/15 実施期間 1期　 5/22

2期　5/29～6/12 2期 　6/19

時間 9：30～10：30 曜日/回数 土曜日

場所 サブアリーナ 受講料 ¥1,000
(保険料込)

対象・定員 親子20組

親子リズムジャンプ
親子で触れあいながら、リズムに合わせて体を揺らしたり、動かしたりし

て親子でコミュニケーションを取って楽しめます。

募集期間 1期　 5/1～5/15 実施期間 1期　 5/22

2期　5/29～6/12 2期 　6/19

時間 ①11：00～12：00 曜日/回数 土曜日

②13：00～14：00

場所 サブアリーナ 受講料 ¥1,000
(保険料込)

対象・定員 ①②　20名

リズムに合わせてジャンプなどの動作を取り入れ、各年齢のクラスに合わ

せて楽しみながら運動していきます。　①4～6才　②小1～3

リズムジャンプ

募集期間 1期　 4/18～5/2 実施期間 1期　5/13～7/15

2期　8/14～8/28 2期　9/6～11/15

時間 19：30～21：00 曜日/回数 1期木曜日/全10回

2期 月曜日/全8回

場所 タピスタ記者室

受講料 1期　\5,000
対象・定員 成人15名 (保険料込) 2期　\4,000

ZUMBA(ズンバ)
ラテン系の音楽や世界各国のリズムにのせて、初めての方でも楽しく参加

できるダンスフィットネスエクササイズです。

募集期間 3/13～3/27 実施期間 4/5～4/26

時間 16：00～17：00 曜日/回数 月曜日/全4回

場所 サイクルセンター 受講料 1回\500
(保険料込)

対象・定員

自転車乗り方教室

補助輪を外して乗れるようになりたい4～10才の子を対象に行います。

4～10才　各日程3名

募集期間 1期　 4/18～5/2 実施期間 1期　5/13～6/10

2期　5/29～6/12 2期　6/24～7/29

3期　7/17～7/31 3期  8/12～9/9

時間 19：00～21：00 曜日/回数 木曜日/全5回

場所 サブアリーナ 受講料 ¥3,000
(保険料込)

対象・定員 成人30名

夜間ヨガ
体の歪みや偏りの修正を呼吸法などで学びながら行い、ケガの予防や美容

に役立てます。

募集期間 実施期間 第2・4日曜日

対象・定員 10名程度

時間 6：00～7：00

受講料 1回\1,500
(保険料込)

場所 多目的広場

随時募集
(講師へ連絡)

朝ヨーガ

朝日を浴びながら、心と体を整えます。

シーズン別

時間変動あり

募集期間 5/1～5/15 実施期間 6/2～7/7

時間 16：00～17：30 曜日/回数 水曜日/全6回

場所 タピスタ記者室 受講料 ¥3,000
(保険料込)

対象・定員 4才～小低10名

キッズHula

子ども向けに楽しみながら踊れるようなフラダンス教室を行います。

募集期間 1期　 4/17～5/1 実施期間 1期　5/13～7/15

2期　7/17～7/31 2期　8/5～10/21

時間 10：30～12：00 曜日/回数 木曜日/全10回

場所 タピスタ記者室 受講料 ¥5,000
(保険料込)

対象・定員 成人 1期16名/2期20名

午前ヨガ

心・体をほぐし、体幹を強化しながら美しい姿勢を目指します。

文
化
教
室

募集期間 ①8/14～8/28 実施期間 ①9/1 ～9/8 

②4/17～5/1 ②5/12～5/26

③6/13～6/27 ③7/14～7/28

時間 9：30～12：30 曜日/回数 ①水曜日/全2回

②③水曜日/全3回

場所 受講料 ①¥2,000
(材料費込) ②¥2,500

対象・定員 ①②成人15名③10名 ③¥3,000

クラフトバンド
初心者・中級・上級者向けにそれぞれのクラスを設けて、クラフトバンド

を使った作品を作っていきます。　①はじめて　②中級　③上級

管理事務所2階会議室

募集期間 8/14～8/28 実施期間 9/4

時間 10：00～12：00 曜日/回数 土曜日

場所 郷土館　玩具工作室 受講料 ¥3,000
(材料費込)

対象・定員 成人20名

プリザーブドフラワーアレンジメント

カラフルなお花を使って、お部屋などに飾れる作品を作っていきます。

募集期間 1期　3/14～3/27 実施期間 1期　4/7～6/16

2期　6/12～6/26 2期  7/7～9/8 

時間 14：30～15：30 曜日/回数 水曜日/全10回

場所 管理事務所1階会議室 受講料 ¥8,000

対象・定員 成人10名

英会話

成人向けに、日常で使える英会話を楽しく学んでいきます。

募集期間 1期　3/13～3/27 実施期間 1期　4/7～6/16

2期　6/12～6/26 2期  7/7～9/8 

時間 16：00～17：00 曜日/回数 水曜日/全10回

場所 管理事務所1階会議室 受講料 ¥8,000

対象・定員 4～6才　10名

キッズ英会話

英語の歌やカードを使って、楽しく学んでいきます。

募集期間 5/29～6/12 実施期間 6/19

時間 14：00～16：00 曜日/回数 土曜日

場所 郷土館　玩具工作室 受講料 ¥2,500
(材料費込)

対象・定員 成人20名

酵素作り

約70種類のハーブや果物・野菜を使い、オリジナルの酵素を作ります。

募集期間 7/17～7/31 実施期間 8/18

時間 14：00～16：00 曜日/回数 土曜日

場所 郷土館　玩具工作室 受講料 ¥2,500
(材料費込)

対象・定員 成人20名

月桃化粧水＆クリーム作り
月桃芳香蒸留水(ハーブウォーター)を使って、オリジナルの化粧水とク

リームを作ります。

募集期間 1期　3/14～3/28 実施期間 1期　4/12～6/21

2期　6/13～6/27 2期　7/12～9/27

時間 10：00～12：00 曜日/回数 月曜日/全10回

場所 郷土館　多目的室 受講料 ¥3,500

対象・定員 成人20名

カービング
ナイフ1本で、石けんや果物・野菜に草花などの華やかで繊細な彫刻を施し

ます。

ス
ポ
ー
ツ
教
室

募集期間 3/14～3/28 実施期間 4/12～6/7

時間 14：30～15：30 曜日/回数 月曜日/全8回

場所 25ｍプール 受講料 ¥5,000
(保険料込)

対象・定員 成人10名

水泳～長距離クロール～
25M以上クロールで泳げる方を対象に、さらにクロールで長く泳げるように

なることを目標に実施します。

募集期間 1期　3/14～3/28 実施期間 1期　4/21～6/16

2期　6/13～6/27 2期 　 7/7～9/1

時間 18：00～19：00 曜日/回数 水曜日/全8回

場所 レクドーム 受講料 ¥5,000
(保険料込)

対象・定員 4才～小6　20名

KENSOキッズテニス
ボールやラケットに慣れることからスタートし、テニスの基本動作を楽し

みながら身につけていきます。

募集期間 1期　3/14～3/28 実施期間 1期　4/21～6/16

2期　6/13～6/27 2期 　7/7～8/25

時間 19：00～21：00 曜日/回数 水曜日/全8回

場所 レクドーム 受講料 ¥5,000
(保険料込)

対象・定員 成人20名

KENSO一般テニス
初心者向けに、基本の打ち方を身につけていきます。また、仲間とテニス

を楽しみながら練習していけるように行っていきます。

募集期間 3/13～3/27 実施期間 4/2,3,4

時間 9：00～12：00 曜日/回数 金・土・日

場所 サブアリーナ 受講料 ¥2,500
(保険料込)

対象・定員 幼児,小低　各10名

KENSOスポーツ塾(跳び箱・鉄棒)
幼時から小学校低学年向けに、跳び箱や鉄棒の運動を苦手意識とする子が

克服できるようサポートしていきます。

募集期間 1期　4/17～5/1 実施期間 1期　5/12,19,26

2期　7/3～7/17 2期　7/26,28,30

時間 1期　16：30～17：30 場所 タピスタ

2期 　9：00～10：00

対象・定員 幼児～小低20名

曜日/回数 1期 水曜日/全3回

2期 月・水・金　 受講料 \2,500(保険料込)

KENSOスポーツ塾(かけっこ)
幼時から小学校低学年向けに、楽しみながら走る動作を身につけます。色

んな走る動作を行うことで運動能力を高めていきます。

募集期間 6/12～6/26 実施期間 7/5～8/30

時間 14：30～15：30 曜日/回数 月曜日/全8回

場所 25ｍプール 受講料 ¥5,000
(保険料込)

対象・定員 成人10名

水泳～初心者背泳ぎ～
背浮きからの立ち方、姿勢の練習を行い、キック・スイムへと

進むことを目標に行います。
募集期間 1期　3/14～3/28 実施期間 1期　4/12～6/7

2期　6/12～6/26 2期 　7/5～8/30

時間 13：00～14：00 曜日/回数 月曜日/全8回

場所 25ｍプール 受講料 ¥5,000
(保険料込)

対象・定員 成人10名

水泳初心者クロール
水慣れからクロールまでマスターすることを目的に、初心者を対象に行い

ます。

※教室の内容が変更 ・中止になる場合もございます。 ホームページ等でご確認、 もしくは案内センターまでお問い合わせ下さい。※教室の内容が変更 ・中止になる場合もございます。 ホームページ等でご確認、 もしくは案内センターまでお問い合わせ下さい。

中止


