
月 日 曜日 確認

11日 木 入学式 ゆい 事務局

18日 木 ホームルーム① 501 事務局 ホームルーム② 501 事務局

25日 木 これからのシニアライフ 501 平良一彦 福祉サービスについて① 502 竹藤　登

9日 木 ホームルーム③（役員選出） 501 事務局 スポレク① ゆい 県レク協会

16日 木 特別公開講座（学長講話） ゆい 湧川昌秀

23日 木 福祉サービスについて② 503 竹藤　登 介護実習①　高齢者疑似体験 ゆい 嘉陽　宗之

30日 木 福祉サービスについて③ 502 竹藤　登 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ①アイスブレイキング ゆい 與那覇　直樹

6日 木 老年学について 502 宮本　晋一 クラブ１ 各教室

13日 木 介護実習②　立ち上がり ゆい 嘉陽　宗之 高齢者の健康・体づくり① ゆい 宮本　晋一

20日 木 介護実習③　福祉用具入門 介実 大城　政人 クラブ２ 各教室

27日 木 介護実習④　車イス ゆい 嘉陽　宗之 クラブ３ 各教室

4日 木 高齢者の体 501 宮本　晋一 クラブ４ 各教室

11日 木 ゆい 県レク協会

18日 木 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ②沖縄民踊 ゆい 阿波連　惠子 高齢者の健康・体づくり② ゆい 宮本　晋一

25日 木 特別公開講座（沖縄の冠婚葬祭） ゆい 崎原恒新 クラブ5 各教室

1日 木
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ③ 福祉レクリエーション
の実践Ⅰ

ゆい 久場　勝子 クラブ6 各教室

8日 木 始めよう介護予防（口腔ケア） 501 県歯科医師会 クラブ7 各教室

22日 木 スポレク④ ゆい 県レク協会 ホームルーム④（大運動会） 501 事務局

29日 木 特別公開講座（郷土の歴史①） ゆい 井上秀雄

5日 木 健康長寿食について① 504/505 大城　ゆか クラブ８ 各教室

12日 木 スポレク⑤ ゆい 県レク協会 高齢者の健康・体づくり③ ゆい 倉橋　聖己

17日 火 特別公開講座（郷土の歴史②） ゆい 井上秀雄 民生委員活動について ゆい 県民児協

19日 木 ゆい 那覇市消防局

26日 木 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ④　クラフトⅠ 501 浦添　貞子 ボランティア活動でできること 503/校外 わらびの会

3日 木 福祉現場体験 503/校外 石嶺児童園
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ⑤ 福祉レクリエー
ションの実践Ⅱ

ゆい 久場　勝子

10日 木 ゆい 県レク協会

17日 木 地域活動について 501 上地武昭 クラブ9 各教室

29日 火 特別公開講座（認知症サポーター養成講座） ゆい 玉城良弘

2日 土

7日 木 スポレク⑧ ゆい 県レク協会 クラブ10 各教室

14日 木 健康長寿食について② 504/505 大城　ゆか クラブ１1 各教室

21日 木 始めよう介護予防（転倒予防） ゆい 理学療法士会 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ⑥　レクダンス ゆい 島袋　光枝

26日 火 特別公開講座（時事問題） ゆい 調整中

5日 木 ホームルーム⑤（学習発表会） 501 事務局 クラブ１2 各教室

12日 木 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ⑦　クラフトⅡ 503 島袋　光枝

19日 木 地域活動に向けて① 501 事務局 クラブ１３ 各教室

26日 木 特別公開講座（くらしと法律） ゆい 沖縄弁護士会

9日 木 老人クラブ及び同窓会活動について 501 県老連・同窓会

16日 木
特別公開講座（高齢者の心の健康と
サクセスフルエイジング）

ゆい 県臨床心理士会 クラブ１4 各教室

23日 木 ボランティア活動について 501 西原篤一 クラブ１5 各教室

30日 木

6日 木 地域活動に向けて② 501 事務局 地域活動に向けて③ 501 事務局

18日 火
特別公開講座
ふるさとの心を育てる沖縄の文化力

ゆい 比嘉佑典

20日 木 ホームルーム⑥（卒業に向けて） 501 事務局

27日 木 卒業式 ゆい 事務局

1月

第28回かりゆし長寿大学校　学習発表会

2月

10月 スポレク⑥⑦

11月

第28回 かりゆし長寿大学校 大運動会（会場の都合により変更可能性有）

12月

6月

7月
スポレク②③

８月

9月

AED

健康福祉学科（木曜日コース）
平成31年度沖縄県かりゆし長寿大学校カリキュラム　　H31、3/15

午前（１０時３０分から１２時００分まで） 午後（１時３０分から３時００分まで）

4月

５月

旧盆（8/13～8/15）


