
　　

（令和3年）

日付 曜日 時間 内容 場所 日付 曜日 時間 内容 場所
1 土 13：00～15：00 三線同好会 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
3 月 11：00～16：00 囲碁同好会 中広間

18 火 10：00～12：00 民踊講座 多目的ホール
4 火 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
5 水 19 水 10：30～12：00 ペン字同好会 工作室

13：00～15：00 琉舞講座 多目的ホール
6 木 10：00～11：30 ロコモ体操同好会 多目的ホール 20 木 10：00～11：30 ロコモ体操同好会 多目的ホール

13：00～15：00 三線同好会 中広間 1３：00～15：00 三線同好会 中広間
13：00～14：30 ★フラダンス講座★ 多目的ホール 1３：00～14：30 ★フラダンス講座★ 多目的ホール
1４：30～16：00 ★ウクレレ講座★ 工作室 14：30～16：00 ★ウクレレ講座★ 工作室

7 金 10：30～12：00 ボウリング同好会 てだこボウル 21 金 10：30～12：00 ボウリング同好会 てだこボウル
10：00～12：00 三線民謡講座 工作室 10：00～12：00 三線民謡講座 工作室
13：00～15：00 レクダンス・レク体操講座 多目的ホール 13：00～15：00 レクダンス・レク体操講座 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 象棋(チュンジー)同好会 中広間
13：30～15：30 三線基礎 工作室 13：30～15：30 三線基礎 工作室

8 土 13：00～15：00 三線同好会 工作室 22 土 13：00～15：00 三線同好会 工作室
10 月 11：00～16：00 囲碁同好会 中広間 24 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 書道講座 工作室 10：00～12：00 書道講座 工作室
11 火 10：00～12：00 民踊講座 多目的ホール 11：00～16：00 囲碁同好会 中広間

13：00～15：00 ★手話ダンス講座★ 多目的ホール 25 火 10：00～12：00 民踊講座 多目的ホール
15：00～17：00 三線初級 工作室 13：00～15：00 ★手話ダンス講座★ 多目的ホール

12 水 13：00～15：00 琉舞講座 多目的ホール 15：00～17：00 三線初級 工作室
14：00～15：30 短歌同好会 工作室 26 水 10：30～12：00 ペン字同好会 工作室

13 木 10：00～12：00 太極拳講座 多目的ホール 13：00～15：00 琉舞講座 多目的ホール
1３：00～15：00 歌・三線古典音楽講座 中広間 14：00～15：30 短歌同好会 工作室
1３：00～14：30 ★フラダンス講座★ 多目的ホール 27 木 10：00～12：00 太極拳講座 多目的ホール
14：30～16：00 ★ウクレレ講座★ 工作室 13：00～15：00 歌・三線古典音楽講座 中広間

14 金 10：30～12：00 ボウリング同好会 てだこボウル 1３：00～14：30 ★フラダンス講座★ 多目的ホール
13：00～15：00 レクダンス・レク体操講座 多目的ホール 14：30～16：00 ★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 28 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 13：00～15：00 レクダンス・レク体操講座 多目的ホール

15 土 13：00～15：00 三線同好会 工作室 13：00～15：00 象棋(チュンジー)同好会 中広間
13：30～15：30 三線基礎 工作室

29 土

31 月 10：00～12：00 グランドゴルフ同好会 天久ちゅらまち公園

13：３0～15：00 ◆運営委員会◆ 多目的ホール

第5週のためその他講座・同好会はお休みです。

第5週のため講座・同好会はお休みです。

こどもの日のためお休みです。

那覇市安謝老人憩の家　５月行事予定表 TEL：862-4341/FAX：862-4352

憲法記念日のためお休みです。

みどりの日のためお休みです。

※ 行事予定は裏面へつづきます！
★ 令和3年度 運営委員会を開催します。★

日時：5月31日（月）13:30～ 場所：多目的ホール

コロナの感染状況によっては閉館や講座が開催できない場合もあります。

ご不明なことがありましたらお電話にてお問合せください。

安謝老人憩の家 098-862-4341



日時：5月31日（月）13:30～ 場所：多目的ホール

安謝老人憩の家とは。。。

那覇市内在住の６０歳以上の市民の方々に教養の向上と

レクリエーションの場を提供し老人の心身の健康増進を

図ることを目的とした施設です。

書道、短歌、囲碁等の趣味・教養、三線、太鼓、ウクレレ等の音楽や

グラウンドゴルフ、ロコモ体操、太極拳等のスポーツ・体操、そして民

踊、琉舞、レクダンス等の舞踊など他にも様々な活動を実施しておりま

す。

いつでも見学または体験ができますので、お気軽にご利用ください。

利用する際は登録が必要です。事務所スタッフにお声かけください。

※ コロナ感染状況により臨時閉館していることもあります。

★令和3年度の利用者登録がはじまっています★

事務所に登録用紙がありますので、

ご来館時に登録をお願いします。

登録料は例年通り500円となります。

登録の際、協力金をお願いしております。

老人福祉センター・老人憩の家の閉館について

令和３年４月12日

那覇市

沖縄県では新型コロナウイルス感染者が急速に増加しており、

感染の拡大に歯止めがかかっていない状況となっていることから

４月12日（月）から５月５日(水)まで「まん延防止等重点措置」

が適用され、同時に不要不急の外出自粛要請また警戒レベルが

第４段階にひきあげられました。

本市においては、感染すると重症化するリスクが高い高齢者が

集う下記施設については当面の間、施設閉館いたします。

利⽤者の皆様には ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力

よろしくお願いいたします。

閉館期間：４月12日(月)より当面の間

※ 閉館開始日は施設により異なるため

各施設に確認お願いします。

閉鎖対象施設：以下7施設

末吉老人福祉センター 壺川老人福祉センター

小禄老人福祉センター 識名老人福祉センター

辻老人憩の家 金城老人憩の家 安謝老人憩の家

※ 感染症予防のため咳エチケット・手洗い

アルコール消毒を心がけましょう！



新型コロナ感染者拡大防止にご協力いただきありがとうございま

す。

一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と、皆さまのご健康

を


