
　　

（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
2 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 13 金 10：30～12：00 ボウリング同好会 てだこボウル

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）
10：00～12：00 書道講座 工作室 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 ★編み物教室(初級)★ 教養室（２階畳間） 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 14 土 10：30～12：00 卓球フリータイム 多目的ホール

3 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 16 月

4 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） 10：00～12：00 初心者卓球同好会 多目的ホール
13：00～15：00 琉舞講座 多目的ホール 12：00～16：30 囲碁同好会 教養室（２階畳間）

5 木 13：00～15：00 三線同好会 工作室 17 火 10：00～12：00 民踊講座 多目的ホール
6 金 10：00～12：00 三線民謡講座 工作室 10：00～12：00 書道講座 工作室

10：30～12：00 ボウリング同好会 てだこボウル 13：00～15：00 太鼓講座 多目的ホール
12：00～16：30 囲碁同好会 教養室（２階畳間） 15：00～17：00 三線初級 工作室
13：00～15：00 レクダンス・レク体操講座多目的ホール 18 水 10：00～12：00 卓球講座 多目的ホール
13：00～15：00 象棋(チュンジー)同好会 中広間 10：30～12：00 ペン字同好会 工作室
13：30～15：30 三線基礎 工作室 12：00～16：30 囲碁同好会 教養室（２階畳間）

7 土 10：30～12：00 卓球フリータイム 多目的ホール 13：00～15：00 琉舞講座 多目的ホール
13：00～15：00 三線同好会 工作室 19 木 10：30～12：00 敬老の日交流（ぴよぴよ） 多目的ホール
15：00～17：00 詩吟サークル 工作室 13：00～15：00 歌・三線古典音楽講座 工作室

9 月 10：00～12：00 初心者卓球同好会 多目的ホール 16：00～17：30 敬老の日クッキング交流
12：00～16：30 囲碁同好会 教養室（２階畳間） 20 金 10：00～12：00 三線民謡講座 工作室

10 火 10：00～12：00 民踊講座 多目的ホール 10：30～12：00 ボウリング同好会 てだこボウル
10：00～12：00 カラオケ同好会 工作室 12：00～16：30 囲碁同好会 教養室（２階畳間）
10：00～12：00 ★編み物教室(初級)★ 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
15：00～17：00 三線初級 工作室 13：00～15：00 象棋(チュンジー)同好会 中広間

11 水 10：00～12：00 卓球講座 多目的ホール 13：30～15：30 三線基礎 工作室
12：00～16：30 囲碁同好会 教養室（２階畳間） 21 土 10：30～12：00 卓球フリータイム 多目的ホール
13：00～15：00 琉舞講座 多目的ホール 13：00～15：00 三線同好会 工作室

12 木 10：00～12：00 太極拳講座 多目的ホール 15：00～17：00 詩吟サークル 工作室
13：00～15：00 三線同好会 多目的ホール 23 月

24 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

秋分の日振替休日のため休館
（グランドゴルフ、囲碁、はお休み、初心者卓球は30日に振替です。）

那覇市安謝老人憩の家　9月行事予定表 TEL：862-4341/FAX：862-4352

敬老の日　開館です！
(グラウンドゴルフはお休み、書道講座は17日にバドミントンは30日に振替です。)

９月の清掃活動は、琉舞講座・ペン字同好会・囲碁同好会 です。 

よろしくお願いします。 



日付 曜日 時間 内容 場所
25 水 10：00～12：00 卓球教室 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 琉舞教室 多目的ホール
16：30～18：00 敬老の日交流（卓球） 多目的ホール
15：15～16：45 地域講演会 中広間

26 木 10：00～12：00 太極拳教室 多目的ホール
13：00～15：00 歌・三線古典音楽教室 工作室

27 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 レクダンス・レク体操教室多目的ホール
13：00～15：00 象棋(チュンジー)同好会 中広間
13：30～15：30 三線基礎 工作室

28 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

30 月 10：00～12：00 初心者卓球同好会 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
第5週につき、その他の同好会・講座はお休みです。

                         『最期まで 自分らしく  

                      楽しく 生きるコツ』 
 

                   生活をするうえで、お手伝いが必要な 

                   体の状況となったとき（介護を受ける 

                   とき）や、 自分で自分自身のことを 

                   決めることが難しくなったとき、どの 

                   ようにしたら自分らしく いられるで 

                   しょうか？   

                           これからの人生に 

                           おいて、自分の大事 

                           にしていること、 

                           やりたいことなどの 

                           希望をもちながら自 

                           分らしく生活してゆ 

                           くために、知ってお 

                           きたいことがあります。 

                            『命しるべ』より抜粋 

【10月のお知らせ】 
『憩いの家 秋のピクニック～ゆいレールの旅～』 
     沖縄都市モノレールが那覇市首里汀良町～浦添市前田（建設・延長距離4.1ｋｍ） 

   までの4駅延伸区間を１０月１日に開業すると発表。それに合わせてピクニックを開催します！ 

   ゆいレールに乗ったことない方も、たまにはゆいレールにのってお出かけしたい方も 

   この機会にぜひご参加ください！モノレール下車後はバスに乗り換えて中部まで出かけますよ～！

  日 時：10月31日（木）8：30～18：30       

  ★受付期間10月7日（月）～定員に達し次第しめきります。 

  ★モノレールの開業時期により、行き先を変更する場合がありますので、ご了承ください。 

                                                   （ピクニックの詳細は 決まり次第 館内に掲示します。）   『ロコモ体操教室』 

 皆さんお待たせしています。あの大人気の健康体操「ロコモ体操」教室を 

  10月に開催します！奮ってご参加ください！ ※ 参加するには申し込みが必要です！ 

 ◆開催日：10月3日・17・11月7日・21日・12月5日・19日 

          いずれも木曜日 10時～11時半  

  ◆場 所：多目的ホール        ◆参加費：500円（ゴムバンド代として） 

  ◆講 師：永渕悦子 先生         ◆定員：20名 

  ◆申し込み：９月２０日（金）～ ※定員に達し次第締切ります。 

  

 児童館・憩の家        交流会 
  9月の敬老の日にちなんで児童館利用の子どもたちと交流会をします。 

  児童・憩の家 卓球交流会  『リレー卓球大会』 

  日時：9月25日(水) 16:30～１８：００ 

   定 員：1５名     場 所：多目的ホール 

  児童・憩の家 クッキング交流 『ひらやーちー作り』 
   日 時：9月１9日(木) １６：００～１８：００ 

   定 員：10名     場 所：工作室 

  つどいの広場ぴよぴよ交流 『ゆったりヨガ＆ハンドマッサージ』 
  ヨガ体験とポーラさんのハンドマッサージ               （お茶、おやつ付き） 

   日 時：9月19日(木) １０：３０～12：３０ 

   定 員：10名   場 所：多目的ホール 

 どの交流会も参加費『無料！』となっています。ぜひご参加ください！ 

※ すべて申し込みが必要です！ 


