
　　

（平成３０年度）

日付 曜日 時間 内容 場所 日付 曜日 時間 内容 場所
1 金 10：00～12：00 三線民謡教室 工作室 13 水 10：00～12：00 卓球教室 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）
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
13：00～15：00 象棋(チュンジー)同好会 中広間 14：00～15：30 ★短歌講座★ 工作室
13：30～15：30 三線初級 工作室 14 木 10：00～12：00 太極拳教室 多目的ホール

2 土 10：30～12：00 卓球フリータイム 多目的ホール 13：00～15：00 歌・三線古典音楽教室 多目的ホール
13：00～15：00 三線同好会 工作室 15 金 10：00～12：00 三線民謡教室 工作室

4 月 10：00～12：00 グランドゴルフ同好会 天久ちゅらまち公園 10：30～12：00 ボウリング大会 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 書道教室 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 三線初級 工作室
13：00～15：00 バドミントン同好会 多目的ホール 16 土 10：30～12：00 卓球フリータイム 多目的ホール

5 火 10：00～12：00 民踊教室 多目的ホール 13：00～15：00 三線同好会 工作室
13：00～15：00 太鼓教室 多目的ホール 15：00～17：00 詩吟サークル 工作室
15：00～17：00 三線基礎 工作室 18 月 10：00～12：00 グランドゴルフ同好会 天久ちゅらまち公園

6 水 10：00～12：00 卓球教室 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 書道教室 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 琉舞教室 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

7 木 10：00～12：00 太極拳教室 多目的ホール 19 火 10：00～12：00 民踊教室 多目的ホール
13：00～15：00 三線同好会 工作室 13：00～15：00 太鼓教室 多目的ホール
18：30～20：30 ★ホタル観察会★ 森の家みんみん 15：00～17：00 三線基礎 工作室

8 金 10：30～12：00 ボウリング同好会 てだこボウル 20 水 10：00～12：00 卓球教室 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）
13：30～15：30 三線初級 工作室 13：00～15：00 琉舞教室 多目的ホール

9 土 10：30～12：00 卓球フリータイム 多目的ホール 21 木 13：00～15：00 三線同好会 工作室
13：00～15：00 三線同好会 工作室 22 金
15：00～17：00 詩吟サークル 工作室

11 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）
13：00～15：00 レクダンス・レク体操教室多目的ホール 23 土

12 火 10：00～12：00 民踊教室 多目的ホール
10：00～12：00 カラオケ同好会 工作室
15：00～17：00 三線基礎 工作室 25 月 10：00～12：00 グランドゴルフ同好会 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）
13：00～15：00 レクダンス・レク体操教室 多目的ホール

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

慰霊の日　社会見学
（三線民謡、囲碁同好会、三線初級はお休みです。第5週の29日に振替となります。）

慰霊の日のため休館
（卓球フリータイム、三線同好会、詩吟サークルはお休みです。）



日付 曜日 時間 内容 場所
26 火 10：00～12：00 民踊教室 多目的ホール

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

27 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
14：00～15：30 ★短歌講座★ 工作室

28 木 13：00～15：00 歌・三線古典音楽教室 工作室
29 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
13：30～15：30 三線初級 工作室

30 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

【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♫  ホタルの歌のじんじんを探しに 

  末吉の森に行きませんか？ 

  

  ◆開催日：6月7日（木）   

  ◆時 間：18時半～20時半     

  ◆会 場：末吉公園内 森の家みんみん 

  ◆講 師：藤井 晴彦先生（沖縄自然環境ファンクラブ） 

  ※定員に達し次第締め切ります。 

『暮らしを豊かに短歌講座』（全6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：６月13日・27日、7月11日・25日、 

       8月8日・22日 

  ◆時 間：14時～15時半     

  ◆会 場：工作室 

  ◆講 師：楚南 弘子先生 

『慰霊の日 社会見学』 
  

    ◆開催日：6月22日（金） 
  ◆時 間：9時 ガリバー新都心店前集合 (18時解散予定)  

  ◆参加費：4,000円（バス代、昼食代として） 

  ◆コース：ガリバー新都心店前→西海岸ドライブ→漬物工場見学（彩園）→ 

         ユインチホテル南城（昼食）→平和祈念公園→いとまんファーマーズ→ 

        安謝老人憩の家 

     
 

第5週の教室・同好会のお休みのについて 
 
6月より、第5週の教室・同好会は基本的にお休みとさせて頂

きます。 

4月に開催された第1回運営委員会で、委員の皆さまに確認

し決定いたしました。 
 

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。 
 


