
　　

（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 火 10：00～12：00 民踊講座 多目的ホール 12 土 10：30～12：00 卓球フリータイム 多目的ホール

15：00～17：00 三線初級 工作室 13：00～15：00 三線同好会 工作室
2 水 10：00～12：00 卓球講座※コーチは休み多目的ホール 15：00～17：00 詩吟サークル 工作室

10：30～12：00 ペン字同好会 工作室 14 月

12：00～16：30 囲碁同好会 教養室（２階畳間）
13：00～15：00 琉舞講座 ※講師は休み多目的ホール

3 木 10：00～11：30 ★ロコモ体操教室★ 多目的ホール 15 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 10：00～12：00 カラオケ同好会 工作室
4 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 16 水 10：00～12：00 卓球講座　※コーチは休み 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 13：00～15：00 琉舞講座 　※講師は休み 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 17 木 10：00～11：30 ★ロコモ体操教室★ 多目的ホール

13：30～15：30 三線基礎 工作室 13：00～15：00 三線同好会 工作室
5 土 10：30～12：00 卓球フリータイム 多目的ホール 18 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 10：00～12：00 初心者卓球同好会 多目的ホール

15：00～17：00 詩吟サークル 工作室 10：30～12：00 ボウリング同好会 てだこボウル
7 月 10：00～12：00 グラウンドゴルフ 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 象棋(チュンジー)同好会 中広間

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

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 19 土 10：30～12：00 卓球フリータイム 多目的ホール
8 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

10：00～12：00 カラオケ同好会 工作室 15：00～17：00 詩吟サークル 工作室

15：00～17：00 三線初級 工作室 21 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
9 水 10：00～12：00 卓球講座※コーチは休み多目的ホール 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※講師は休み 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

14：00～15：30 ★暮らしを豊かに短歌講座★工作室 22 火

10 木 13：00～15：00 歌・三線古典音楽講座 工作室
11 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） 23 水 10：00～12：00 卓球講座　※コーチは休み 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

13：00～15：00 レクダンス・レク体操講座 多目的ホール 12：00～16：30 囲碁同好会 教養室（２階畳間）

13：30～15：30 三線基礎 工作室 13：00～15：00 琉舞講座※講師は休み 多目的ホール
14：00～15：30 ★暮らしを豊かに短歌講座★ 工作室

24 木 13：00～15：00 歌・三線古典音楽教室 工作室

那覇市安謝老人憩の家　10月行事予定表 TEL：862-4341/FAX：862-4352

『即位礼正殿の儀』のため休館

体育の日のため休館
（初心者卓球は18日（金）に振替、囲碁はお休みです。）

（カラオケ同好会は15日に振替、民踊講座、三線初級はお休みです。）

【10月のお知らせ】 

10月の清掃活動は、太極拳講座・三線同好会・三線古典 です。 

よろしくお願いします。 



日付 曜日 時間 内容 場所
25 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

26 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
15：00～17：00 詩吟サークル 工作室

28 月 10：00～12：00 グラウンドゴルフ 天久ちゅらまち公園
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）
29 火

30 水

31 木

第5週のため教室・同好会はお休みです。

第5週のため教室・同好会はお休みです。

憩の家　秋のピクニック～ゆいレールの旅～

【10月のお知らせ】 
■ 『暮らしを豊かに短歌講座』（全5回） 

 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：10月9日・23日、11月13日・27日、12月11日（水） 

  ◆時 間：14時～15時半     

  ◆会 場：工作室 

■社会見学『秋のピクニック～ゆいレールの旅～』 
*日  時：１０月２９日（火）午前８時半～  

*参加費、定員等詳細はスタッフにお尋ねください。 

*受  付：１０月７日（月）～  
 

 ■ 『ロコモ体操教室』（全5回） 
 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・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。 

   ＜教室・同好会の準備・片づけについて＞ 
 

準備は教室・同好会の開始15分前からでお願いいたします。10時から始まる場合 

は、9時45分から入館可能となります。余裕をもって準備したいという方が多いかと

思いますが、憩の家の円滑な運営のためご理解いただきますよう、よろしくお願いい

たします。 

また、使用後の部屋のお掃除も皆さんでやっていただくよう併せてお願い致します。 

【1１月のお知らせ】 

60歳からはじめる フラダンス講座（全6回） 

  ◆開催日：1１月14日～12月19日までの毎週木曜日 

          午後1時～３時  

  ◆場 所：多目的ホール         ◆参加費：無料 

  ◆講 師：堀江 好美 先生        ◆定員：15名 

  ◆申し込み：10月７日（月）～ ※定員に達し次第締切ります。 

干支のちぎり絵講座 （全3回） 

  ◆開催日：1１月25日～12月9日までの毎週月曜日 

          午後1時～３時  

  ◆場 所：工作室              ◆参加費：1000円（材料費） 

  ◆講 師：宮良 タズ子 先生      ◆定員：10名 

  ◆申し込み：11月18日（月）～ ※定員に達し次第締切ります。 

  


