
　　

（令和5年）

日付 曜日 時間 内容 場所
16 月 10：00～12：00 グランドゴルフ同好会 天久ちゅらまち公園

10：30～12：00 ★初心者卓球講座★ 多目的ホール
10：00～11：30 書道講座 工作室
13：00～14：30 ★男のKintore★ 多目的ホール
13：00～16：00 囲碁同好会 中広間

日付 曜日 時間 内容 場所 17 火 10：00～11：30 民踊講座 多目的ホール
1 日 13：30～15：00 三線初級 工作室
2 月 18 水 10：30～12：00 ★中級卓球講座★ 多目的ホール
3 火 10：30～12：00 ペン字同好会 工作室
4 水 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
5 木 10：00～1１：30 ロコモ体操　同好会 多目的ホール 19 木 10：00～1１：30 ロコモ体操　同好会 多目的ホール

13：00～14：30 三線同好会 工作室 13：３0～15：00 ◆まつり実行委員会◆ 多目的ホール
6 金 10：00～11：30 三線民謡講座 工作室 20 金 10：00～11：30 三線民謡講座 工作室

10：30～12：00 ボウリング同好会 てだこボウル 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

7 土 13：00～14：30 三線同好会 工作室 21 土 13：00～14：30 三線同好会 工作室
9 月 23 月 10：00～12：00 グランドゴルフ同好会 天久ちゅらまち公園

10：30～12：00 ★初心者卓球講座★ 多目的ホール
10：00～11：30 書道講座 工作室

10 火 10：00～11：30 民踊講座 多目的ホール 13：00～16：00 囲碁同好会 中広間
13：30～15：00 三線初級 工作室 24 火 10：00～11：30 民踊講座 多目的ホール

11 水 10：30～12：00 ペン字同好会 工作室 13：30～15：00 三線初級 工作室
10：30～12：00 ★中級卓球講座★ 多目的ホール 25 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 10：30～12：00 ペン字同好会 工作室

12 木 10：00～11：30 太極拳講座 多目的ホール 13：00～14：30 琉舞講座 多目的ホール
13：00～14：30 歌・三線古典音楽講座 工作室 26 木 10：00～11：30 太極拳講座 多目的ホール
13：00～14：30 フラダンス同好会 多目的ホール 13：00～14：30 歌・三線古典音楽講座 工作室

13 金 10：30～12：00 ボウリング同好会 てだこボウル 13：00～14：30 フラダンス同好会 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 27 金 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

14 土 13：00～14：30 三線同好会 工作室 13：30～15：00 三線基礎 工作室
28 土 13：00～14：30 三線同好会 工作室
30 月 10：30～12：00 ★初心者卓球講座★ 多目的ホール

13：00～14：30 ★男のKintore★ 多目的ホール
13：00～16：00 囲碁同好会 中広間

31 第5週のため教室・同好会はお休みです。

成人の日のため休館
※　囲碁同好会は30日に振替。

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）

　　　　　その他講座、同好会はお休みです。ご確認お願いします。
　　　　   書道講座は23日(月)に振り替えます。

★ マークの付いた短期講座は、定員制のため

受付を締め切っている講座もあります。事務所でご確認下さい。

※ 行事予定は裏面へつづきます！



大掃除へのご参加の皆様ありがとうございました。

おかげさまですっきり気持ちよく

新年を迎えることができました。

【感染予防対策～「３つの密（密閉・密集・密接）」の回避～】
＊ 発熱等風症状のある方、体調のすぐれない方は利用をお控えください。

＊ 施設内の開閉可能な窓、及び扉は開放し換気の良い状態でご利用くだ

さい。

＊ 多くの人が密集しないようにしてください。

＊ こまめな手指衛生と咳エチケットの徹底をお願いします。また施設

利用の際はマスクの着用をお願いします。

＊ 来館時の手洗い、検温、チェックシートの記入をお願いします。

＊ 手を伸ばしたら届く距離での会話や発声は行わないようにしてください。

いつも憩の家の活動にご理解、ご協力いただきありがとうございます。

2020年から新型コロナウィルスの流行が発端となり憩の家では未だ再開

できない講座もあり、利用者のみなさまには多大なご迷惑をお掛けしてい

ますが、昨年からは閉鎖もなく少しずつですが以前の活気を取り戻しつつ

あります。皆さんのご理解、ご協力を得ることで無事に新しい年を迎える

事が出来ました。

まだまだ完全なる収束が見えず今後もしばらく生活様式の見直し等

コロナとの共存する上での制限や変化が起きることと思われます。

利用者のみなさまには引き続き感染予防対策のご協力お願いいたします。

一日も早い新型コロナウイルス感染症の収束と、皆さまのご健康、

ご活躍を心よりお祈り申し上げます。

安謝児童館・老人憩の家職員一同

[新講座開講受講生募集！]

＜まつり実行委員会開催しまーす！＞

1月19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、又は

まつり実行委員さんは出席をお願いします。

『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！

『社会福祉協議会

創立70周年記念チャリティ公演』

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。


