
（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 木 10：00～11：30 ★ロコモ体操★ 多目的ホール 13 火
13：00～15：00 三線同好会 工作室 10：00～12：00 カラオケ同好会 工作室

2 金 10：00～12：00 三線民謡講座 工作室 14 水
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）
12：00～16：30 囲碁同好会 教養室（２階畳間） 15 木
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 象棋(チュンジー)同好会 中広間 16 金 10：00～12：00 三線民謡講座 工作室
13：30～15：30 三線基礎 工作室 10：30～12：00 ボウリング同好会 てだこボウル

3 土 10：30～12：00 卓球フリータイム 多目的ホール 12：00～16：30 囲碁同好会 教養室（２階畳間）
13：00～15：00 三線同好会 工作室 13：00～15：00 レクダンス・レク体操講座 多目的ホール

5 月 13：00～15：00 象棋(チュンジー)同好会 中広間
10：00～12：00 初心者卓球同好会 多目的ホール 13：30～15：30 三線基礎 工作室
10：00～12：00 書道講座 工作室 17 土 10：30～12：00 卓球フリータイム 多目的ホール
10：00～12：00 ★編み物教室(初級)★ 教養室（２階畳間） 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

6 火 19 月
10：00～12：00 民踊講座 多目的ホール 10：00～12：00 書道講座 工作室
14：00～15：00 夏のお掃除大作戦 館内・館周辺 10：00～12：00 ★編み物教室(初級)★ 教養室（２階畳間）
15：00～17：00 三線初級 工作室 12：00～16：30 囲碁同好会 教養室（２階畳間）

7 水 13：00～15：00 バドミントン同好会 多目的ホール
12：00～16：30 囲碁同好会 教養室（２階畳間） 20 火
13：00～15：00 琉舞講座 多目的ホール 13：00～15：00 太鼓講座 多目的ホール

8 木 10：00～12：00 太極拳講座 多目的ホール 15：00～17：00 三線初級 工作室
13：00～15：00 歌・三線古典音楽講座 工作室 21 水

9 金 10：00～12：00 卓球講座 多目的ホール
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）
10：00～11：30 ★すっきりフィットネス★ 多目的ホール 22 木 10：00～12：00 太極拳教室 多目的ホール
12：00～16：30 囲碁同好会 教養室（２階畳間） 13：00～15：00 歌・三線古典音楽教室 工作室
13：00～15：00 象棋(チュンジー)同好会 中広間 23 金
13：30～15：30 三線基礎 工作室 10：30～12：00 ボウリング同好会 てだこボウル

10 土 12：00～16：30 囲碁同好会 教養室（２階畳間）
13：00～15：00 三線同好会 工作室 13：00～15：00 象棋(チュンジー)同好会 中広間
15：00～17：00 詩吟サークル 工作室 13：30～15：30 三線基礎 工作室

12 月 24 土
13：00～15：00 三線同好会 工作室
15：00～17：00 詩吟サークル 工作室

　　　※太鼓講座は27日(火)に振替です。

※民踊講座はお休みです。

※卓球講座、琉舞講座はお休みです。

那覇市安謝老人憩の家　8月行事予定表 TEL：862-4341/FAX：862-4352

※ペン字同好会、卓球講座はお休みです。

※グランドゴルフはお休みです。バドミントンは26日(月)に振替です

※グランドゴルフ、初心者卓球同好会はお休みです。

（初心者卓球、囲碁同好会はお休みです。）

※民踊講座、三線初級はお休みです。

※ペン字同好会、琉舞講座はお休みです。

※卓球フリータイムはお休みです。

※卓球フリータイムはお休みです。

※レクダンス・レク体操講座はお休みです。

※レクダンス・レク体操講座はお休みです。

ウンケー

ナカビ

ウークイ
旧盆（ウークイ）のため憩の家は休館となります。

（三線同好会は29日(木)に振替です。）

山の日のため休館

【8月のお知らせ】 

８月の清掃活動は、卓球講座・カラオケ同好会 です。 

よろしくお願いします。 
※ 行事予定は裏面へつづきます！ 



日付 曜日 時間 内容 場所
26 月

10：00～12：00 初心者卓球同好会 多目的ホール
10：00～12：00 ★編み物教室(初級)★ 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 バドミントン同好会 多目的ホール

27 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
13：00～15：00 太鼓講座 多目的ホール
15：00～17：00 三線初級 工作室

28 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）
13：00～15：00 琉舞講座 多目的ホール

29 木 10：00～11：30 ★ロコモ体操★ 多目的ホール
13：00～15：00 三線同好会 工作室

30 金 10：30～12：00 ボウリング同好会 てだこボウル

31 土 第5週につき、同好会・講座はお休みです。
第5週につき、その他の同好会・講座はお休みです。

※グランドゴルフはお休みです。

※ペン字同好会はお休みです。

【8月のお知らせ】 

≪憩いの家利用の皆さんへ≫ 

こどもたちの夏休み期間はホールを開放のため、 

講座・同好会をお休みして頂く日があります。 

予定表でご確認の上、お間違いないようお願いいたします。 

8月15日（木）は旧盆【ウークイ】の為、 

那覇市老人センター・憩いの家は休館となります。 

   満員御礼！！8月1日・20日開催の 

 『ロコモ体操 体験教室』 
   は定員に達した為、受付を終了いたしました。 

   参加申し込みありがとうございました。 

 新規講座『６０歳からはじめる編みもの教室』（全5回） 

  編み方の基本から練習して、編み図の読み方を覚えます。 

   編みものをやったことのない方やはじめたばかりの方、 

   基礎から学びなおしたい方が対象です。 

 

     ◆開催日：8月５日・19日・26日・９月2日・9日（いずれも月曜日） 

    ◆時 間：10時～1２時    

  ◆参加費：５００円 

  ◆持ち物：かぎ針（5号か6号） 

  ◆定 員：10名 

  ◆会 場：教養室（2階畳間）  

  ◆要申込：※定員に達し次第締切ります。 
   

           ◆講 師：ハセガワサチコ先生 

       

   『すっきりフィットネス』 
 先月に引き続き開催です。ストレッチ運動を多めに取り入れたフィットネスでスッキリ 

 筋肉をつける体操をしましょう！男女問わず、どなたでもお気軽にご参加ください。 

       

  ◆開催日：8月９日(金) 

  ◆時 間：10時～11時半    

  ◆参加費：無料 

  ◆持ち物：飲み物、ヨガマットまたはバスタオル 

  ◆定 員：20名 

  ◆会 場：多目的ホール  

  ◆講 師：當間 なおみ  

      『夏のお掃除大作戦』 
      ＊日  時：８月６日（火）午後２時～  

            館内、館周辺の大掃除をします。 

            ご協力よろしくお願いします。 
  


