
　　

（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 土 10：30～12：00 卓球フリータイム 多目的ホール 11 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 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 13：３0～15：00 ◆運営委員会◆ 多目的ホール

3 月 15：00～17：00 三線基礎 工作室
10：00～12：00 グランドゴルフ同好会 天久ちゅらまち公園 12 水 10：00～12：00 卓球教室 多目的ホール
10：00～12：00 書道教室 工作室 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） 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 13：00～15：00 琉舞教室 多目的ホール

4 火 10：00～12：00 民踊教室 多目的ホール 1４：00～15：３0 ★暮らしを豊かに短歌講座★ 工作室
13：00～15：00 太鼓教室 多目的ホール 13 木 　※　　太極拳は、20日（木）１３：００～に振替
15：00～17：00 三線基礎 工作室 13：00～15：00 歌・三線古典音楽教室 多目的ホール

5 水 10：00～12：00 卓球教室 多目的ホール 14 金  9：00～17：00 老人センター・憩の家卓球大会 那覇市民体育館
10：30～12：00 ペン字同好会 工作室 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 レクダンス・レク体操教室 多目的ホール

6 木 10：00～11：30 ★ロコモ体操体験教室①★多目的ホール 13：00～15：00 象棋(チュンジー)同好会 中広間
13：00～15：00 三線同好会 工作室 13：30～15：30 三線初級 工作室
13：30～15：00 ☆素敵にﾒｲｸｱｯﾌﾟ講座☆ 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

7 金 10：00～12：00 ボウリング同好会 てだこボウル 13：00～15：00 三線同好会 工作室
10：00～12：00 三線民謡教室 工作室 17 月 10：00～12：00 グランドゴルフ同好会 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・レク体操教室 多目的ホール 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

8 土 10：30～12：00 卓球フリータイム 多目的ホール 18 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
14：00～15：00 ♪児童館音楽祭♪ 多目的ホール 15：00～17：00 三線基礎 工作室
15：00～17：00 詩吟サークル 工作室 19 水 10：00～12：00 卓球教室 多目的ホール

10 月 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
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
1４：00～15：３0 ★暮らしを豊かに短歌講座★ 工作室

20 木 10：00～11：30 ★ロコモ体操体験教室②★多目的ホール
13：00～15：00 三線同好会 工作室
13：00～15：00 太極拳教室 多目的ホール

那覇市安謝老人憩の家　12月行事予定表 TEL：862-4341/FAX：862-4352

　※　　初心者卓球は、お休みです

※ 行事予定は裏面へつづきま

♪児童館音楽祭♪ ～未来の音楽家たちのコンサート♪～ 

 ♪日   時：１２月８日（土）午後２時～   ♪場   所：多目的ホール     

 ♪参加団体：安謝児童館三線クラブ、安謝小学校金管バンド部、 あじゃ・ひまわり児童クラブ  

           憩の家バンド『ランチタイム』、安岡中ブラスバンド部  

            皆様のご来場お待ちしています。 



日付 曜日 時間 内容 場所
21 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（24日の振替）多目的ホール
10：00～12：00 三線民謡教室 工作室
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 三線初級 工作室

22 土 　※　　卓球フリータイム・三線同好会は、お休みです
11：30（開場） 芸能チャリティー公演 県立武道館アリーナ棟

15：00～17：00 詩吟サークル 工作室
24 月

25 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

26 水

27 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

28 金 10：00～12：00 三線民謡教室 工作室
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

29 土
30 日
31 月

  まつりスポーツ大会いよいよ開催！！

グラウンドゴルフ １月 ２８日（月）午前１０時～ 天久ちゅらまち公園

天皇誕生日振替休日のため休館
※グランドゴルフ、囲碁はお休みです。初心者卓球は21日（金）に振替

◆年末大掃除（午前１０時～）◆
～皆様のご協力をお願いします～

※卓球教室、琉舞教室、囲碁同好会はお休みです。
ペン字同好会は12日に振替

てだこボウル

憩の家多目的ホール

憩の家多目的ホール

※上位入賞者は、第19回児童館・憩の家まつり（3月２日）内にて表彰式があります！

卓球
調整中

（２月の活動時間内にて実施）

初心者卓球
調整中

（２月の活動時間内にて実施）

ボウリング ２月１日（金）午前１０時～

　　年末年始休館（～１月３日）

【１月・2月のお知らせ】 

１２月の掃除当番は、 

卓球教室です。 

（8月より日程 変更） 

ご協力よろしく 

お願いいたします。 

≪第３5回芸能チャリティー公演≫ 

 事務所にてチケットの販売をしています 

  *日   時：１２月２２日（土） １２時開演 

 *場   所：県立武道館 

 *入場料：１,０００円 

那覇市老人センター・憩いの家  

         親睦卓球大会 
憩の家卓球クラブの皆さんが参加し

ます。応援よろしくおねがいします。 

  *日   時：１２月１４日（金） 

        午前9時～ 

 *場   所：那覇市民体育館 

★憩の家 春のお花見ピクニック★ 
 

*日  時：１月３１日（木）午前９時～ 

*場  所、参加費、定 員は 調整中 館内掲示にてお知らせします 

   ≪素敵にメイクアップ講座≫ 
忘年会やお正月、お出かけの機会が増える この時期少しセンスアップ 

して出かけませんか？ 花王さんの出張メイクアップ講座です。                  

  *日   時：１２月６日（木）１３：３０～１５：００ 

 *場   所：多目的ホール 

  ≪年末大掃除≫ 
１年のよごれをすっきり落とし、気持ちよく新年を迎えましょう。 

＊日 時：12月26日（水）１０：００～  ご協力よろしくお願いします。 

＜運営委員会～第1回まつり運営委員会～＞ 
１２月１１日（火）午後１時半～（多目的ﾎｰﾙにて） 
各教室・同好会の運営委員さんは出席をお願いします。 

今年度の児童館・憩の家まつりは、３月１日（金）・２日（土）開催予定です。 


