
日程  4月28日(土)  4月29日(日)  4月30日(月)  5月1日(火)  5月2日(水)  5月3日(木)  5月4日(金)  5月5日(土)  5月6日(日)

お子様連れ 初心者大歓
迎！子どもからお年寄り
まで 初心者でも取り組み
やすく,楽しく踊って親子で 
一緒に楽しみましょ🎵💕　　
　12歳以下のお子様は無
料です！  　　　　　　　　　　　
※カスケードプール横、ガーデン
にて開催　　　　　　　　　　　　　　

※このプログラムは18:30迄です。　
　※事前申し込みが必要となりま
す。カスケードプールカウンターに

て受付致します。
　 参加のお申し込みは、参加当
日12：00までにお願いいたしま

す。

ヒルトンホテル周辺の海を眺めな
がら約3㎞のランニング！道中では
スタッフの沖縄のローカルスポット
紹介など楽しいトークもあります。
ゴールするころには素敵なサン
セットが！　参加された方には最後
で写真撮影！完走した方には写真
と完走賞のプレゼントつき！お一
人につき1本のミネラルウォーター
をご用意しております。　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※事前申し込みが必要となりま
す。
ラグーンプールカウンターにて受
付致します。
　 参加のお申し込みは、参加当
日12：00までにお願いいたしま
す。

　 

ストロー細工 シャボン玉祭り こいのぼり作り バルーンアート

水に浮いた大きなボール
の中に入って、水の上を
歩いたり走ったり。　見て
いるだけでも楽しい人間
ハムスターボール！        
  ※お一人一回3分ずつ

お子様たちはもちろん、大
人の方も童心に返って
シャボン玉で遊んでリフ
レッシュ！ゆっくりと宙を

舞うシャボン玉に癒されま
す。

フォトフレームに貝や珊瑚
などを飾り付けして、世界
に一つしかないフォトフ
レームを作りましょう！

自分のタグを取られない
ように逃げて、相手のタグ
を奪え！　　　　　　　　　　　
　　たくさん集めたれたら

プレゼントが?!

沖縄の守り神　「シー
サー」を好きな色に色づけ

しましょう。

ストローで動物etc…　　　
作ってみよう!

　　ハムスターボール　　
(※4歳～8歳) シャボン玉祭り

手作り フォトフレーム　　
　　　　　　         　     

(※有料800円)
タッグゲーム

　　ペアシーサー     　
 　ペインティング　　　

　(※有料2,000円)

子供だけではなく大人も
童心に返ってシャボン玉
で遊んでリフレッシュ！
ゆっくりと宙を舞うシャボ

ン玉に癒されます。

今日は子供の日！　　　　　
　　思い思いのこいのぼり

を作ってみよう！

風船を使っていろいろな
動物やキャラクターを作っ
てみましょう。

14:00～15:00

トレジャーハント バトルシップ スタンプラリー ターゲット
　　ハムスターボール　　

(※4歳～8歳) トレジャーハント

10:00～11:00

アロマキャンドル   
作り

     トランポリン　　　
(※5歳～15歳)

　　　ウォーター　　　　　
　スプラッシュタイム

制限時間内に隠された宝
物を探しそう！　　　　　　
当たりが出るとプレゼント

が！

大きな船のような船がラ
グーンプールに登場。　　

※小さなお子様向け

　　　スタンプを集めて　　　
　　　　商品をGET!!　　　　　
　　　　　詳しくは、　　　　　　
　　ラグーンプールにて。

プールにふわふわ浮かん
だフープの中にボールを

入れられるか?!

水に浮いた大きなボール
の中に入って、水の上を
歩いたり走ったり。　見て
いるだけでも楽しい人間
ハムスターボール！        
  ※お一人一回3分ずつ

制限時間内に隠された宝
物を探してください。　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　当たりが出るとプレゼン

とが！

自分のオリジナルキャンド
ルを作ろう！　　　　　　　　　
※先着20名様となります

17:30～19:00

サンセットラン＆ウォーク　ツアー　　　　
　 (※16歳以上、健康に問題のない方)

ヒルトンホテル周辺の海を眺めながら約3㎞のランニ
ング！道中ではスタッフの沖縄のローカルスポット紹
介など楽しいトークもあります。ゴールするころには素
敵なサンセットが！参加された方には最後で写真撮
影！完走した方には写真と完走賞のプレゼントつ
き！  お一人につき1本のミネラルウォーターをご用
意しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※事前申し込みが必要となります。
　 ラグーンプールカウンターにて受付致します。
　 参加のお申し込みは、参加当日12：00までにお　　
願いいたします。

サンセットラン＆ウォーク　
                  ツアー　　　   
 (※16歳以上、健康に問題のな

い方)

　　親子ズンバ♪　　　　
(※有料　お一人様1,000円)

トランポリンで楽しく　　　　　
　ジャンプ！　　　　　　　　　
※カスケードプール横、
ガーデンにて開催        
※お一人一回5分ずつ

大人も子供もずぶ濡れに  
        なってはしゃごう！　　
　　　    みんなで　　　　　　

“リフレッシュタイム”

全プログラム、ラグーンプールにて開催致します。(トランポリン・親子ズンバを除く)   
※悪天候の場合、中止となる可能性があります。ご了承いただきますようお願い致します。  

※手作りフォトフレーム、ペアシーサーペインティング、親子ズンバは有料となりますのでお気を付けください。 

※保護者の方は必ず同伴して頂けますようお願い致します（見学のみでも可） 

※質問等ございましたら、内線９までお願いします。 
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５月５日(土) Children’s Day

日時：5月5日(土)

開催時間：17:30～18:30

(開始10分前までにお越しください）

場所：オーバルガーデン

(カスケードプール横)

参加対象：4歳以上、親子ペアで参加.。

参加費用：お一人様1,000円

(12歳以下のお子様は無料)

※事前予約制。

※ご予約の受け付けはカスケードプールカウン

ターにて当日12:00までにお願い致します。

※人数に制限がありますので、お早目のお申込み

をお勧めいたします。

※ご質問等ございます場合は内線9番へお願い致

します。

子供からお年寄りまで初心者で
も楽しめるZumba！こどもの日
は親子Zumbaを楽しみましょ💛



Date
 April 28th 

(Saturday)

April 29th

(Sunday)

April 30th

(Monday)

May 1st

(Tuesday)

May 2nd

(Wednesday)

May 3rd

(Thursday)

May 4th

(Friday)

May 5th

(Saturday)

May 6th

(Sunday)

It's time to move it move it! 

Dance and move along with 

the music beats.  Suitable for 

adults and children alike. 

Let's have fun together🎵　
※Held at the Oval Garden next 

to the Cascade Pool

※Free for children 12 years and 

below

※Advance reservation required 

at Cascade Pool Counter

※Reservation closes at 12:00 

PM on the same day　　　　　　　　

※This program is until 18:30.

Let's enjoy the ocean breeze 

as we walk/ run along the 

boardwalk and around 

Hilton. Covering a distance 

of 3km in about hour, we will 

be showing you the local 

spots too! Quench your 

thirst with water provided 

and capture a picture with 

the beautiful sunset.

※Advance reservation 

required at Cascade Pool 

Counter

※Reservation closes at 

12:00 PM on the same day

　Parent-child  Zumba

♪     (※￥１,000 per 

person)

Sunset Tour

(※Suitable for 16 

years old and above)

How high can you jump 

on the trampoline?
※Held at the Oval Garden 

next to the Cascade Pool

※Time limit: 5 minutes per 

turn

Let's get soaked and have 

fun!

Show us your skills by 

aiming for a target on 

water.

Walk or run on water 

in a giant inflated 

balloon. It's fun by just 

looking at it!                
※Time limit: 3 minutes 

per turn

Hunt for a treasure 

before it's too late! 

Stand a chance  to 

receive a prize!

Let's make your own 

original candle!
※Advance reservation 

required at Cascade Pool 

Counter

※Limited to 20 people

17:30～19:00

Sunset Tour

(※Suitable for 16 years old and above)

Let's enjoy the ocean breeze as we walk/ 

run along the boardwalk and around 

Hilton. Covering a distance of 3km in about 

hour, we will be showing you the local 

spots too! Quench your thirst with water 

provided and capture a picture with the 

beautiful sunset.

※Advance reservation required at 

Cascade Pool Counter

※Reservation closes at 12:00 PM on the 

same day

It's Children's Day! Let's 

make your own 

Koinobori!

Twist and turn to make 

an animal with a balloon.

14:00～15:00

Treasure Hunt Battleship Stamp Rally Target
Hamster Ball

(※ 4 - 18 years old)
Treasure Hunt

10:00～11:00

Aroma Candle 

Making

Trampoline

(※ 5 - 15 years old)
Water Splash

Hunt for a treasure 

before it's too late! 

Stand a chance  to 

receive a prize!

A 'Battleship' on water 

to let you sail freely.

Collect stamps and 

stand a chance to win 

something! Find out 

more  at Lagoon pool.

Straw Craft Soap Bubble Carp Streamer Making Balloon Art

Walk or run on water 

in a giant inflated 

balloon. It's fun by just 

looking at it!                
※Time limit: 3 minutes 

per turn

Children and adults can 

enjoy a time together 

with floating bubbles in 

the air!

Bring out your 

creativity to make your 

very own photoframe 

with corals and 

seashells!

A game of fun and run! 

Escape from being 

tagged! Find out more  

at Lagoon pool.

Paint a pair of 

Okinawa's guardian 

angel "Shisa" with your 

favorite colors.

Let's make something 

with straws.

Hamster Ball

(※ 4 - 18 years old)
Soap Bubble

Handmade Photoframe
(※￥800 per child）

Tag Game
Shisa Painting

(※￥2,000 per child）

Children and adults can 

enjoy a time together 

with floating bubbles in 

the air!

Venue for all activities are at the Lagoon Pool (except Trampoline and Parent-Child Zumba) 
※ In case of bad weather, activities may be cancelled. We kindly appreciate your understanding. 

※ Please note the following activities e.g. Handmade Photoframe, Shisa Painting & Family Zumba are chargeable. 

※ We advise parents to accompany their children while they participate in the activities. 

※ Please dial '9' if you have any inquiries. 
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May 5th (Saturday),
Children’s Day

Date：May 5th(Saturday)

Time：5:30pm – 6:30pm                         

(Please arrive 10 minutes before start time)

Venue：Oval Garden (next to Cascade Pool))

Participation  Criteria：

Suitable for children aged 4 years old and above.  

Parents to accompany children for this activity.

Participation Fee：1000 yen per person     

(Free for children aged 12 years and below 

※Limited spaces available.

※Advance reservation required at Cascade Pool 

Counter

※Reservation closes at 12;00PM on the same day.

※Please dial  “9”if you have any inquiries.

💛
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