
　　

（令和元年度）

日付 曜日 時間 内容 場所 日付 曜日 時間 内容 場所
1 土 10：30～12：00 卓球フリータイム 多目的ホール 13 木 10：00～12：00 太極拳講座 多目的ホール

13：00～15：00 三線同好会 工作室 13：00～15：00 歌・三線古典音楽講座 工作室
15：00～17：00 詩吟サークル 工作室 14 金 10：30～12：00 ボウリング同好会 てだこボウル

3 月 10：00～12：00 グラウンドゴルフ同好会 天久ちゅらまち公園 12：00～16：30 囲碁同好会 教養室（２階畳間）
10：00～12：00 初心者卓球同好会 多目的ホール 13：00～15：00 レクダンス・レク体操講座 多目的ホール
10：00～12：00 書道講座 工作室 13：00～15：00 象棋(チュンジー)同好会 中広間
12：00～16：30 囲碁同好会 教養室（２階畳間） 13：30～15：30 三線基礎 工作室
13：00～15：00 バドミントン同好会 多目的ホール 15 土 10：30～12：00 卓球フリータイム 多目的ホール

4 火 10：00～12：00 民踊講座 多目的ホール 13：00～15：00 三線同好会 工作室
13：00～15：00 太鼓講座 多目的ホール 15：00～17：00 詩吟サークル 工作室
15：00～17：00 三線初級 工作室 17 月 10：00～12：00 グラウンドゴルフ同好会 天久ちゅらまち公園

5 水 10：00～12：00 卓球講座 多目的ホール 10：00～12：00 初心者卓球同好会 多目的ホール
10：30～12：00 ペン字同好会 工作室 10：00～12：00 書道講座 工作室
12：00～16：30 囲碁同好会 教養室（２階畳間） 12：00～16：30 囲碁同好会 教養室（２階畳間）
13：00～15：00 琉舞講座 多目的ホール 13：00～15：00 バドミントン同好会 多目的ホール

6 木 10：00～1１：３0 ロコモ体操 多目的ホール 18 火 10：00～12：00 民踊講座 多目的ホール
13：00～15：00 三線同好会 工作室 13：00～15：00 太鼓講座 多目的ホール

7 金 10：00～12：00 三線民謡講座 工作室 15：00～17：00 三線初級 工作室
10：30～12：00 ボウリング同好会 てだこボウル 19 水 10：00～12：00 卓球講座 多目的ホール
12：00～16：30 囲碁同好会 教養室（２階畳間） 10：30～12：00 ペン字同好会 工作室
13：00～15：00 象棋(チュンジー)同好会 中広間 12：00～16：30 囲碁同好会 教養室（２階畳間）
13：00～15：00 レクダンス・レク体操講座多目的ホール 13：00～15：00 琉舞講座 多目的ホール
13：30～15：30 三線基礎 工作室 20 木 10：00～1１：３0 ロコモ体操 多目的ホール
18：30～20：30 ★ホタル観察会★ 末吉公園　森の家みんみん 13：00～15：00 三線同好会 工作室

8 土 10：30～12：00 卓球フリータイム 多目的ホール 21 金 10：00～12：00 三線民謡講座 工作室
13：00～15：00 三線同好会 工作室 10：30～12：00 ボウリング大会 てだこボウル

10 月 10：00～12：00 初心者卓球同好会 多目的ホール 12：00～16：30 囲碁同好会 教養室（２階畳間）
12：00～16：30 囲碁同好会 教養室（２階畳間） 13：00～15：00 象棋(チュンジー)同好会 中広間

11 火 10：00～12：00 民踊講座 多目的ホール 13：00～15：00 レクダンス・レク体操講座 多目的ホール
10：00～12：00 カラオケ同好会 工作室 13：30～15：30 三線基礎 工作室
15：00～17：00 三線初級 工作室 22 土 10：30～12：00 卓球フリータイム 多目的ホール

12 水 10：00～12：00 卓球講座 多目的ホール 13：00～15：00 三線同好会 工作室
12：00～16：30 囲碁同好会 教養室（２階畳間） 15：00～17：00 詩吟サークル 工作室
13：00～15：00 琉舞講座 多目的ホール 24 月 10：00～12：00 グラウンドゴルフ同好会 天久ちゅらまち公園
14：00～15：30 ★短歌講座★ 工作室 10：00～12：00 初心者卓球同好会 多目的ホール

12：00～16：30 囲碁同好会 教養室（２階畳間）

那覇市安謝老人憩の家　６月行事予定表 TEL：862-4341/FAX：862-4352

※ 行事予定は裏面へつづきます！ 



日付 曜日 時間 内容 場所
25 火 10：00～12：00 民踊講座 多目的ホール

10：00～12：00 カラオケ同好会 工作室
15：00～17：00 三線初級 工作室

26 水 10：00～12：00 卓球講座 多目的ホール
10：30～12：00 ペン字同好会 工作室
12：00～16：30 囲碁同好会 教養室（２階畳間）
13：00～15：00 琉舞講座 多目的ホール
14：00～15：30 ★短歌講座★ 工作室

27 木 10：00～12：00 太極拳講座 多目的ホール
13：00～15：00 歌・三線古典音楽講座 工作室

28 金 10：30～12：00 ボウリング同好会 てだこボウル
12：00～16：30 囲碁同好会 教養室（２階畳間）
13：00～15：00 象棋(チュンジー)同好会 中広間
13：00～15：00 レクダンス・レク体操講座多目的ホール
13：30～15：30 三線基礎 工作室

29 土 10：30～12：00 卓球フリータイム 多目的ホール
13：00～15：00 三線同好会 工作室

【６月のお知らせ】 

『60歳から始めるホタル観察会』 
 ♪じんじん じんじん♫ 子供の頃よく見た幻想的なホタル 

  末吉の森に残された貴重な自然で再び体験してみませんか？ 

  

  ◆開催日：6月7日（金）   

  ◆時 間：18時半～21時     

  ◆会 場：末吉公園内 森の家みんみん（現地集合・解散） 

  ◆講 師：藤井 晴彦先生（沖縄自然環境ファンクラブ） 

   ※ 要申込み 定員に達し次第締め切ります。 

  ◆３００円   

『暮らしを豊かに短歌講座』 
 日常の中で出会う発見や感動を、短歌で表現する講座です。 

    はじめての方もぜひご参加ください。 

 

  ◆開催日：６月12日・26日、7月10日 

  ◆時 間：14時～15時半     

  ◆会 場：工作室 

  ◆講 師：楚南 弘子先生 

『憩の家ボウリング大会』 
     

  ◆開催日：6月21日（金） 
  ◆時 間：10時半スタート 

  ◆会 場：てだこボウル (現地集合・解散)  

  ◆参加費：500円（別途 ゲーム・シューズ代 支出あり） 

  ◆定 員：２０名 ※ 定員に達し次第しめきります。 

  ◆対 象：憩の家利用者ならどなたでも     
      ※  事前申し込みが必要です。当日受付はできませんのでご了承ください。 

第5週の講座・同好会のお休みのについて 
 

第5週の講座・同好会は基本的にお休みとさせて頂きます。 

1～4週の間に祝日や行事等が入った場合は、5週目に振替えいたします。 

皆さまのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。 
 

【７月のお知らせ】 

社会見学 『初夏のピクニック』は７月に開催予定です。 

日程、内容は調整中！おたのしみに！！ 
 
 

６月の清掃活動は、書道講座・初心者卓球同好会 です。 

よろしくお願いします。 


