
　　

（令和4年）

日付 曜日 時間 内容 場所 12 曜日 時間 内容 場所
1 木 10：00～1１：30 ロコモ体操　木クラス 多目的ホール 16 金 10：00～11：30 三線民謡講座 工作室

13：00～14：30 三線同好会 工作室 10：30～12：00 ボウリング同好会 てだこボウル
2 金 10：00～11：30 三線民謡講座 工作室 13：00～14：30 レクダンス・レク体操講座 多目的ホール

10：30～12：00 ボウリング同好会 てだこボウル 13：00～14：30 象棋(チュンジー)同好会 中広間
13：00～14：30 レクダンス・レク体操講座 多目的ホール 14：00～15：30 三線基礎 工作室
13：00～14：30 象棋(チュンジー)同好会 中広間 17 土 13：00～14：30 三線同好会 工作室
14：00～15：30 三線基礎 工作室 19 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 土 13：00～14：30 三線同好会 工作室 10：00～11：30 書道講座 工作室
5 月  8：30～ 13：00～14：30 ★ロコモ体操(月クラス)★ 多目的ホール

13：00～16：00 囲碁同好会 中広間
20 火 10：00～11：30 民踊講座 多目的ホール

6 火 10：00～11：30 民踊講座 多目的ホール 13：30～15：00 三線初級 工作室
13：30～15：00 三線初級 工作室 21 水 10：30～12：00 ★中級卓球講座★ 多目的ホール

7 水 10：30～12：00 ★中級卓球講座★ 多目的ホール 10：30～12：00 ペン字同好会 工作室
10：30～12：00 ペン字同好会 工作室 13：00～14：30 琉舞講座 多目的ホール
13：00～14：30 琉舞講座 多目的ホール 22 木 10：00～11：30 太極拳講座 多目的ホール

8 木 10：00～11：30 太極拳講座 多目的ホール 13：00～14：30 歌・三線古典音楽講座 工作室
13：00～14：30 歌・三線古典音楽講座 工作室 13：00～14：30 フラダンス同好会 多目的ホール
13：00～14：30 フラダンス同好会 多目的ホール 23 金 10：30～12：00 ボウリング同好会 てだこボウル

9 金 10：30～12：00 ボウリング同好会 てだこボウル 13：00～14：30 レクダンス・レク体操講座 多目的ホール
13：00～14：30 レクダンス・レク体操講座 多目的ホール 13：00～14：30 象棋(チュンジー)同好会 中広間
13：00～14：30 象棋(チュンジー)同好会 中広間 14：00～15：30 三線基礎 工作室
14：00～15：30 三線基礎 工作室 24 土 13：00～14：30 三線同好会 工作室

10 土 13：00～14：30 三線同好会 工作室 26 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 月 10：00～12：00 グラウンドゴルフ同好会 天久ちゅらまち公園 13：00～14：30 ★ロコモ体操(月クラス)★ 多目的ホール

10：00～11：30 書道講座 工作室 13：00～16：00 囲碁同好会 中広間
10：30～12：00 ★初心者卓球講座★ 多目的ホール 27 火 10：00～11：30 民踊講座 多目的ホール
13：00～16：00 囲碁同好会（２部制） 中広間 13：30～15：00 三線初級 工作室

13 火 10：00～11：30 民踊講座 多目的ホール 28 水 10：30～12：00 ★中級卓球講座★ 多目的ホール
13：30～15：00 三線初級 工作室 10：30～12：00 ペン字同好会 工作室

14 水 10：30～12：00 ★中級卓球講座★ 多目的ホール 13：00～14：30 琉舞講座 多目的ホール
13：00～14：30 琉舞講座 多目的ホール 29 　木　

15 木 30 金
31 土

10：00～1１：30 ロコモ体操　木クラス 多目的ホール
13：３0～15：00 ◆運営委員会◆ 多目的ホール

三線同好会はお休みです。

★年末大掃除weekスタート★12月28日まで　

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）

★秋のバスツアー★　卓球、囲碁はお休みです
グラウンドゴルフ、書道は12日に変更。　ロコモ体操は26日に変更

★ マークの付いた短期講座、ピクニックは、定員制のため

受付を締め切っています。

※ 行事予定は裏面へつづきます！



★ 年末大掃除 ２week ★
12月のお掃除は全講座で行います。

各講座開始前もしくは終了後にお掃除タイムを設けて

各お部屋、館周辺のお掃除、道具の手入れをお願いします。

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15日（木）～12月28日(水)

みなさまのご協力よろしくお願いします。

『社会福祉協議会創立70周年記念

チャリティ公演』チケット販売しています。

2023年1月7日(土)１５：００開演（１４：３０開場）

那覇文化芸術劇場なはーと 入場チケット1000円

金メダリストナショナルチームによる空手の演武、

ライヴ、ファッションショーなどなど。。。出演団体多数

憩の家の三線、琉舞、民踊のみなさんも参加します。

応援よろしくおねがいします。

＜運営委員会開催しまーす！＞

12月15日（木）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。

『短期卓球講座 受講生（1月～３月生）募集』
◆ 開催日：１月16日～3月27日までの毎週月曜日(初心クラス）

1月11日～3月22日まで 毎週水曜日(中級クラス)

◆ 時 間：午前10時30分～12時

◆ 会 場：多目的ホール

◆ 定 員：月曜クラス15名 水曜クラス20名 ※定員に達し次第締め切ります。

◆ 申込み 12/1(木)～12/15(木)10：30～17：00

事務所または電話にて受付できます。

受講希望クラス(初心、中級)・名前・連絡先をお伝えください。

フードドライブにご協力ください。

ご家庭に眠ってる米、缶詰やレトルト食品、乾麺など常温で保

存でき賞味期限の切れていない(概ね期限まで1～３カ月 ある

もの)食品集めます。皆様のご協力よろしくお願いします。

期間は12月1日(木)～12月28日(水)まで。事務所で受け付けます。

スタッフにお声かけください。

賞味期限の短いもの(1か月以内)賞味期限も記載がないもの、開封され

ているもの生鮮食品や冷凍食品など回収できない食品もあります。詳し

くはスタッフにおたずねください。

★フードドライブとは★

ご家庭で余っている食べ物を持ちより地域の福祉団体や子ども食堂

フードバンクに寄付するボランティア活動です。

『男のkintore！ 60歳から始める筋トレ ～筋肉は裏切らない～』

男性向けのトレーニングクラスです。

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を中心に貯筋トレ。

◆ 日 時：1月16日・30日、2月13日・27日、3月13日・27日

(いづれも月曜日) 13時～14時

◆ 持ち物：飲み物、ヨガマット、タオル

◆ 定 員：15名 先着順

◆ 会 場：多目的ホール

◆ 講 師：照喜名 智子

◆ 要申込： 12月15日(木)～ ※定員に達し次第締切ります。申し込みはお早めに！


