2007年度
4月23日
4月23日
4月26日
4月26日
5月11日
6月7日
6月9日
6月12日
6月20日
6月25日
6月26日
6月27日
6月28日
6月29日
6月29日
6月29日
6月30日
7月1日
7月1日
7月3日
7月4日
7月5日
7月23日
7月23日
7月25日
7月27日
8月2日
8月3日
8月23日
8月29日
9月9日
9月10日
9月12日
9月12日
9月13日
9月26日
9月27日
10月2日

ワークショップの記録

那覇市立宇栄原小学校３年２組、３組 こどもＷ
那覇市立宇栄原小学校 大人Ｗ
那覇市立宇栄原小学校３年１組 こどもＷ
那覇市立宇栄原小学校 教職員Ｗ
名護市立大北小学校 大人Ｗ
ＰＴＡ関係者向けの主催大人Ｗ（宜野湾市社協にて）
ＰＴＡ関係者向けの主催大人Ｗ（久茂地公民館にて）
名護市立大北小学校４年１組、２組 こどもＷ
名護市立大宮小学校 大人Ｗ
豊見城市立上田小学校 大人Ｗ
豊見城市立上田小学校５年２組 こどもＷ
豊見城市立上田小学校５年１組、３組、４組、５組 こどもＷ
豊見城市立上田小学校１年６クラス 一日目 こどもＷ
豊見城市立上田小学校１年６クラス 二日目 こどもＷ
南風原町ＰＴＡ（南星中校区）大人Ｗ
浦添市立沢岻小学校 大人Ｗ
サウンド幼児学園父母会 大人Ｗ
南城市立佐敷小学校 大人Ｗ
南城市立佐敷小学校３年１組、２組 こどもＷ
名護市立大宮小学校４年生４クラス こどもＷ
浦添市立沢岻小学校4年1組、２組 こどもＷ
浦添市立沢岻小学校４年３組、４組 こどもＷ
名護市立大北小学校 教職員Ｗ
愛隣園 低学年＋幼稚園 一日目 こどもＷ
愛隣園 低学年＋幼稚園 二日目 こどもＷ
小学生向け 一日目 こどもＷ
愛隣園 低学年＋幼稚園 三日目 こどもＷ
小学生向け 二日目 こどもＷ
夏休み教職員研修 主催Ｗ（那覇市社会福祉センターにて）
南城市立大里中学校 教職員Ｗ
八重瀬町立具志頭中学校 教職員Ｗ
浦添市役所にて「とまり木の会」向け 大人Ｗ
渡嘉敷村立渡嘉敷小中学校 大人Ｗ
那覇市立さつき小学校 大人Ｗ
那覇市立城北小学校 大人Ｗ
読谷村立喜名小学校 教職員Ｗ
豊見城市立伊良波小学校 大人Ｗ
南風原町ＰＴＡ（南風原中校区） 大人Ｗ
うるま市児童家庭課 大人Ｗ
渡嘉敷村立渡嘉敷小学校１年生、２年生 こどもＷ

10月2日
10月2日
10月3日
10月6日
10月25日
10月27日
11月2日
11月6日
11月6日
11月7日
11月8日
11月8日
11月14日
11月15日
11月15日
11月15日
11月15日
11月16日
11月19日
11月20日
11月26日
12月3日
12月3日
12月11日
12月18日
12月18日
12月20日
12月26日
1月11日
1月11日
1月12日
1月15日
1月15日
1月15日
1月16日
1月16日
1月16日
1月20日
1月29日
1月30日
2月5日

渡嘉敷村立渡嘉敷小学校３年生、４年生 こどもＷ
渡嘉敷村立渡嘉敷中学校 １～３年生 中学生Ｗ
渡嘉敷村立渡嘉敷小学校 ５年生、６年生 こどもＷ
那覇市立城東小学校 大人Ｗ
うるま市石川児童館（城前小学校） 大人Ｗ
てぃるるフェスタ大人ワーク 大人Ｗ
全国トレーナーによる公開大人ワークショップ
読谷村喜名小学校４年１組、２組 こどもＷ
サウンド幼児学園 一日目 こどもＷ
サウンド幼児学園 二日目 こどもＷ
サウンド幼児学園 三日目 こどもＷ
読谷村立喜名小学校５年１組、２組 こどもＷ
沖縄市立諸見小学校 大人Ｗ
豊見城市立伊良波小学校３年１組、２組、３組 こどもＷ
渡名喜村立渡名喜小学校３年～６年生 こどもＷ
委託事業 渡名喜中学校 中学生Ｗ
渡名喜村民生課 大人Ｗ
読谷村立喜名小学校６年１組、２組、３組 こどもＷ
那覇市立城北小学校１年１組、２組、３組、４組 こどもＷ
委託事業 那覇市教育委員会 教職員Ｗ
那覇市立城北小学校１年１組、２組、３組、４組 こどもＷ
童夢幼児園・保育園 大人Ｗ
委託事業 石垣市教育委員会 教職員Ｗ
うるま市みどり町児童センター 大人Ｗ
南風原町立翔南小学校５年１組、２組、３組 こどもＷ
委託事業 今帰仁村教育委員会 教職員Ｗ
今帰仁村立湧川小学校１～３年 こどもＷ
委託事業 豊見城市教育委員会 教職員Ｗ
那覇市立さつき小学校６年１組、２組、３組 こどもＷ
那覇市立石嶺小学校 大人Ｗ
西原町立西原南小学校 大人Ｗ
宮古島市立池間小学校 こどもＷ
委託事業 宮古教育事務所 教職員Ｗ
地域セミナーｉｎ宮古 大人Ｗ
（積水ハウスマッチングプログラム助成事業）
委託事業 宮古島市立来間中学校 中学生Ｗ
委託事業 宮古島市立池間中学校 中学生Ｗ
今帰仁村立兼次小学校 こどもＷ
那覇市立小禄南小学校 大人Ｗ
赤ちゃんと一緒のミニ講演会 主催大人Ｗ
今帰仁村立今帰仁中学校２年１組、２組、３組 中学生Ｗ
委託事業 恩納村教育委員会 教職員Ｗ

2月6日
2月6日
2月7日
2月8日
2月9日
2月12日
2月13日
2月15日
2月15日
2月15日
2月18日
2月25日
2月25日
2月26日
2月26日
2月26日
2月29日
3月3日
3月8日
3月8日
3月11日

今帰仁村立天底小学校１年生 こどもＷ
委託事業 今帰仁村立今帰仁中学校２年１組、２組、３組 中学生Ｗ
今帰仁村立今帰仁小学校１年１組、２組 こどもＷ
西原町立西原南小学校３年１組、２組 こどもＷ
マリア保育園 大人Ｗ
那覇市立石嶺小学校４年１組、２組、３組、４組 こどもＷ
西原町立西原南小学校５年１組、２組 こどもＷ
西原町立西原南小学校６年１組、２組 こどもＷ
委託事業 名護市教育委員会 教職員Ｗ
マリア保育園 こどもＷ
西原町立西原南小学校１年１組、２組 こどもＷ
渡名喜村立渡名喜小学校低学年 こどもＷ
渡名喜村立渡名喜幼稚園 一日目 こどもＷ
渡名喜村立渡名喜小学校低学年 こどもＷ
渡名喜村立渡名喜幼稚園 二日目 こどもＷ
南風原町立翔南小学校３年１組、２組、３組 こどもＷ
中城村立中城小学校 教職員Ｗ
西原町立西原南小学校２年１組、２組 こどもＷ
久米島保育所 大人Ｗ
久米島（保育所職員＆教職員） 教職員Ｗ
西原町立西原南小学校４年１組、２組 こどもＷ

