
　　

（平成３０年度）

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 10：30～16：30 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 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 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 ★暮らしを豊かに短歌講座★ 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 10：30～12：00 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 三線民謡教室 多目的ホール

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 12：00～16：30 囲碁同好会 教養室（２階畳間）
10：00～12：00 初心者卓球大会 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 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 ロコモ体操 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

8 金 10：30～12：00 ボウリング大会 てだこボウル 15：00～17：00 三線基礎 工作室
12：00～16：30 囲碁同好会 教養室（２階畳間） 20 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 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 　　（ペン字同好会は１３日に振替、琉舞教室はお休みです。）
13：30～15：30 三線初級 工作室 21 木 10：00～12：00 ロコモ体操 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 13：00～15：00 三線同好会 工作室
13：00～15：00 三線同好会 工作室

11 月

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

那覇市安謝老人憩の家　２月行事予定表 TEL：862-4341/FAX：862-4352

　建国記念日のため休館
　（初心者卓球・囲碁同好会はお休みです。）

２月の清掃活動は、 

太鼓教室・琉球象棋同好会 です。 

よろしくお願いします。 

※ 行事予定は裏面へ 

      つづきます！ 



曜日 時間 内容 場所

22 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

23 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

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　バドミントン同好会 多目的ホール

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
10：30～16：30 ペン字同好会 工作室
13：00～15：00 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

28 木 10：00～12：00 太極拳教室 多目的ホール 日時・場所 定員・参加費

13：00～15：00 歌・三線古典音楽教室 多目的ホール
16：15～17：00

（全４回）

受付：随時

講師：楚南　弘子

1月下旬 憩の家多目的ホール

講師：永渕　悦子

※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！

　　　　（全3回）
『ロコモ体操』

憩の家多目的ホール

天久ちゅらまち公園

てだこボウル

　　受付：1/15（火）～

  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～

ボウリング ２月8日（金）午前１０時～

初心者卓球 　２月4日（月）午前10時～

卓球

　２/７・２１・３/７（木）
午前1０時～11時半

２０人

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

２０人
　２/13・27・3/13・27

午前1４時～1５時半

『暮らしを豊かに短歌講座』

工作室 無料

教室・講座名

★第１９回児童館・憩の家まつり★（詳しくは ３月号で）

★第１９回児童館・憩の家まつり★（詳しくは ３月号で）

3月1日

3月2日 土

金

★第19回児童館・憩いの家まつり前夜祭★

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。　初めての方も是非ご参加ください。

第１９回児童館・憩の家まつり 

展示コーナー作品募集について 
 

安謝憩の家教室講座、及び、短期講座内でできた 

作品を、児童館・憩の家まつりの展示コーナーにて 

展示したいと思います。 

受講された皆さんぜひご自身の作品を展示しません

か？ 

多くの方のご参加お待ちしております★ 
 

◆展示期間：３月１日（金）・２日（土）まつり期間内 

◆対象作品：平成３０年４月～３１年２月までの 

         安謝憩の家教室講座、及び、 

         短期講座内でできた作品 

         （書道教室、ペン字、短歌、編み物） 

 ※展示スペースに限りがあります。 

  個人の作品の出展はできません。ご了承下さい。 

◆提出期限：２月２５日（月）事務所まで！！ 

◆返却日：３月２日（土）午後４時以降随時 

    

※施設内駐車場は数に限りがあります。公共交通機関のご利用をお願いします。 

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！ 

FEC プレゼンツ！ 

「児童館お笑いライブ！」 

１６：１５～多目的ホール 


