
　　

（平成３０年度）

日付 曜日 時間 内容 場所
12 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

14 月

日付 曜日 時間 内容 場所

1 火 15 火 10：00～12：00 民踊教室 多目的ホール
2 水 太鼓教室は8日に振替、民踊、三線基礎は29日に振替 13：00～15：00 太鼓教室 多目的ホール
3 木 15：00～17：00 三線基礎 工作室
4 金 12：00～16：30 囲碁同好会 教養室（２階畳間） 16 水 10：00～12：00 卓球教室 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 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

5 土 10：30～12：00 卓球フリータイム 多目的ホール 17 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 18 金 10：30～12：00 ボウリング同好会 てだこボウル
15：00～17：00 詩吟サークル 工作室 10：00～12：00 スッキリ！フイットネス 多目的ホール

7 月 10：00～12：00 初心者卓球同好会 多目的ホール 10：00～12：00 三線民謡教室 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 12：00～16：30 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 レクダンス・レク体操教室 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 象棋(チュンジー)同好会 中広間
13：00～15：00 バドミントン同好会 多目的ホール 13：30～15：30 三線初級 工作室

8 火 10：00～12：00 民踊教室 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
10：00～12：00 カラオケ同好会 工作室 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 21 月 10：00～12：00 初心者卓球同好会 多目的ホール

9 水 10：00～12：00 卓球教室 多目的ホール 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 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
1４：00～15：３0 ★暮らしを豊かに短歌講座★ 工作室

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

11 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 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

那覇市安謝老人憩の家　1月行事予定表 TEL：862-4341/FAX：862-4352

年末年始休館（～１月３日）

成人の日のため休館
※初心者卓球、囲碁はお休みです。

卓球教室、琉舞教室、囲碁同好会は30日に振替。三線同好会はお休み

＜運営委員会～第2回まつり運営委員会～＞ 
１月29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。 

※ 行事予定は裏面へつづきます！ 



日付 曜日 時間 内容 場所
22 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

23 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 ★暮らしを豊かに短歌講座★ 工作室

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

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 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 日時・場所 定員・参加費

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 『スッキリ！フィットネス』

28 月 10：00～12：00 初心者卓球同好会 多目的ホール （１回）
10：00～12：00 グランドゴルフ大会 天久ちゅらまち公園 受付：1/4（金）～

12：00～16：30 囲碁同好会 教養室（２階畳間） 講師：當間 なおみ

29 火 10：00～12：00 民踊教室 多目的ホール
13：３0～15：00 ◆運営委員会◆ 多目的ホール
15：00～17：00 三線基礎 工作室

30 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）
13：00～15：00 琉舞教室 多目的ホール

31 木  8：30～
講師：永渕　悦子

『ロコモ体操』
多目的ホール 無料 ※但し、ゴムバンドを持っ

ていない方は自己負担￥500　　　　（全3回）

　　受付：1/15（火）～

初心者卓球
調整中

（２月の活動時間内にて実施）
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！

教室・講座名

正月太りを解消！！

今年の運動初めはこれ！

　1/18(金)
午前1０時～11時半

２０人

多目的ホール 無料

年末・年始忙しく過ごしたみなさ～ん！その間お休みして
いた身体を動かしてスッキリ新年をスタートしませんか！

　２/７・２１・３/７（木）
午前1０時～11時半

２０人

★春のお花見ピクニック★

  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

ボウリング ２月8日（金）午前１０時～ てだこボウル

卓球
調整中

（２月の活動時間内にて実施）
憩の家多目的ホール

【1・2月のお知らせ】 

★憩の家 春のお花見ピクニック★ 
 

*日  時：１月３１日（木）午前８時半～ 

*場  所、参加費、定 員は 調整中 館内掲示にてお知らせします。 

       館内掲示をごらんください。 

*受  付：１月７日（月）～ 

加齢と共に衰えがちな、立つ・歩くための機能を

鍛える体操です。 永渕先生の元気な指導でパワー

をもらえる楽しい教室です！ 

１月の清掃活動は、ペン字同好会・三線古典教室 です。         

よろしくお願いします。 


