
　　

（令和2年度）

日付 曜日 時間 内容 場所 12 曜日 時間 内容 場所
1 火 10：00～12：00 民踊講座 多目的ホール 16 水 10：30～12：00 ペン字同好会 工作室

13：00～15：00 太鼓講座 多目的ホール 13：00～15：00 琉舞教室 多目的ホール
15：00～17：00 三線初級 工作室 17 木 10：00～11：30 ★ロコモ体操講座★ 多目的ホール

2 水 10：30～12：00 ペン字同好会 工作室 13：00～15：00 三線同好会 工作室
13：00～15：00 琉舞講座 多目的ホール 18 金 10：00～

3 木 10：00～11：30 ★ロコモ体操★ 多目的ホール
1３：00～15：00 ★フラダンス講座★ 多目的ホール
13：00～15：00 三線同好会 工作室 ※三線民謡講座は11日（金）に振替

15：10～16：40 ★ウクレレ講座★ 工作室 10：30～12：00 ボウリング同好会 てだこボウル
4 金 10：00～12：00 ボウリング同好会 てだこボウル 13：00～15：00 レクダンス・レク体操講座 多目的ホール

10：00～12：00 三線民謡講座 工作室 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
13：00～15：00 象棋(チュンジー)同好会 中広間 19 土 13：00～15：00 三線同好会 工作室
13：30～15：30 三線基礎 工作室 21 月 10：00～12：00 グランドゴルフ同好会 天久ちゅらまち公園

5 土 13：00～15：00 三線同好会 工作室 10：00～12：00 書道講座 工作室
7 月 10：00～12：00 グランドゴルフ同好会 天久ちゅらまち公園 11：00～16：00 囲碁同好会 中広間

10：00～12：00 書道講座 工作室 13：00～15：00 ★きみこ方式絵画講座③★工作室
11：00～16：00 囲碁同好会 中広間 22 火 10：00～12：00 民踊講座 多目的ホール
13：00～15：00 ★きみこ方式絵画講座①★工作室 15：00～17：00 三線初級 工作室

8 火 10：00～12：00 民踊講座 多目的ホール 23 水 10：30～12：00 ペン字同好会 工作室
15：00～17：00 三線初級 工作室 13：00～15：00 琉舞教室 多目的ホール

9 水 13：00～15：00 琉舞講座 多目的ホール 14：00～15：30 短歌同好会 工作室
14：00～15：30 短歌同好会 工作室 24 木 10：00～12：00 太極拳講座 多目的ホール

10 木 10：00～12：00 太極拳講座 多目的ホール 13：00～15：00 歌・三線古典音楽講座 工作室
1３：00～15：00 ★フラダンス講座★ 多目的ホール 25 金
13：00～15：00 歌・三線古典音楽講座 工作室 13：00～15：00 レクダンス・レク体操講座 多目的ホール
15：10～16：40 ★ウクレレ講座★ 工作室 13：00～15：00 象棋(チュンジー)同好会 中広間

11 金 10：30～12：00 ボウリング同好会 てだこボウル 13：30～15：30 三線基礎 工作室
10：00～12：00 三線民謡講座 工作室 26 土 13：00～15：00 三線同好会 工作室
13：00～15：00 レクダンス・レク体操講座 多目的ホール 28 月 10：00～12：00 グランドゴルフ同好会 天久ちゅらまち公園
13：00～15：00 象棋(チュンジー)同好会 中広間 11：00～16：00 囲碁同好会 中広間
13：30～15：30 三線基礎 工作室 29 　火　

12 土 13：00～15：00 三線同好会 工作室 30 水
14 月 10：00～12：00 ★アロマクラフト講座★ 工作室 31 木

11：00～16：00 囲碁同好会 中広間
13：00～15：00 ★きみこ方式絵画講座②★工作室

15 火 10：00～12：00 民踊講座 多目的ホール
13：00～15：00 太鼓講座 多目的ホール
15：00～17：00 三線初級 工作室

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

　　年末年始休館（～１月３日）

　　　◆年末大掃除◆
～皆様のご協力をお願いします～

ボウリング同好会はお休みです。

★マークの付いた短期講座は、定員制のため、受付を締め切ったものも

あります。事務所でご確認ください！

※ 行事予定は裏面へつづきます！



≪年末大掃除≫

12月のお掃除は全講座で行います。

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18日（金）１０：００～

みなさまのご協力よろしくお願いします。

『キミコ方式絵画講座～年賀状を作ろう～』（全３回）

赤、青、黄3原色を使って色づくり。

絵が大好きな方もやったことのない方も大歓迎！キミコ方式で絵を描き、

２０２１年は手書きの年賀状を大切な方へ送ってみませんか？

◆ 開催日：令和2年12月7日～12月21日までの毎週月曜日

◆ 時 間：1３時00分～1５時0０分

◆ 参加費：５００円(材料費)

◆ 定 員：10名

◆ 会 場：工作室

◆ 要申込：11月25日（水） ～※定員に達し次第締切ります～

◆ 講 師：平良 久美子先生

軽音同好会からのお知らせです

軽音同好会会員募集！！

何か楽器やってみたい、昔やっていたけれど最近さわってないなぁ。。。

久しぶりに演奏してみたいけれど。。。みんな理由はそれぞれ

そんな貴方に是非参加していただきたい。

一緒に音楽を楽しみませんか？楽器を持ってきてくださいね！

毎週水曜日午後1時～３時 工作室にてゆるりと奏でています！

お気軽にのぞいてみてね！

＜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。

アロマクラフト講座

アロマの香りに癒されながらアロマのお話しきいてみませんか？

クラフトはアロマスプレーまたはハンドジェルを予定しています。

◆開催日：12月14日(月)10：00～

◆場 所：工作室 ◆参加費：1500円（材料費）

◆講 師：おきなわアロマ ペタルーナ ◆定員：10名

◆申し込み：11月2日（月）～ ※定員に達し次第締切ります。

※ 定員に満たない場合、またはコロナの状況によっては中止となる事もあります。

『ロコモ体操同好会会員募集！』

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よ！

◆ 持ち物：飲み物、ゴムボール、ゴムバンド

（持っていない方は購入お願いします）

◆ 定 員：20名

◆ 会 場：多目的ホール

◆ 講 師：永渕 悦子

◆ 会 費：５００円/月×３ヶ月分＝1500円（1月～3月分まで前納）

◆ 要申込： ※定員に達し次第締切ります。人気の講座です。申し込みはお早めに！

※ ロコモ体操教室は令和3年1月よりロコモ同好会となります。

定員２０名まで先着順 のこり5名です希望者は早めにお申し込みください。


