
月 日 曜日 確認

16日 木 入学式 ゆい 事務局

21日 火 ホームルーム① 501 事務局 ホームルーム② 501 事務局

28日 火 これからのシニアライフ 501 平良一彦 沖縄の子どもの貧困を考える 501 金城　隆一

12日 火 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

19日 火 特別公開講座（学長講話） ゆい 湧川昌秀 ライフプランニングと将来設計 503 髙橋　賢二郎

21日 木 高齢期の食事① 501 知念　咲希 クラブ1 各教室

26日 火 503 長堂　政美

2日 火 長寿食の調理① 504/505 大城　ゆか クラブ2 各教室

9日 火 高齢期の食事② 502 玉城　あさ香 クラブ3 各教室

16日 火 503 古我知　毅

30日 火 施設見学（那覇リサイクルプラザ棟） 校外 アースの会 スポレク② ゆい 県レク協会

7日 火 501 富樫　八郎

14日 火 ゆい 県レク協会

21日 火 リサイクル・エコを考える 502 島袋　光枝 クラブ4 各教室

28日 火 スポレク⑤ ゆい 県レク協会 クラブ5 各教室

30日 木 特別公開講座（沖縄の冠婚葬祭） ゆい 崎原恒新

4日 火 長寿食の調理② 504/505 大城　ゆか クラブ6 各教室

11日 火 始めよう介護予防（転倒予防） ゆい 理学療法士会 クラブ7 各教室

18日 火 始めよう介護予防（口腔ケア） 501 県歯科医師会 クラブ8 各教室

25日 火 消費者トラブルと解決法 501 県消費生活センター 心の癒し体の癒し 501 垣花　鷹志

27日 木 特別公開講座（郷土の歴史①） ゆい 井上　秀雄 ホームルーム④（運動会） 501 事務局

8日 火 スポレク⑥ ゆい 県レク協会 クラブ9 各教室

15日 火 ゆい 那覇市消防局

29日 火 特別公開講座（郷土の歴史②） ゆい 井上秀雄

6日 火 校外/504
かりゆし社会福祉

ボランティアサークル

13日 火 校外 漫湖水鳥・湿地センター

20日 火 地域活動について 501 上地武昭 クラブ10 各教室

29日 木 特別公開講座（くらしと法律） ゆい 沖縄弁護士会

10日 火 ゆい 県レク協会

17日 火 生活と環境問題 校外 上門　清春 観光のトレンドと地域活性化① 502 大島　順子

21日 土

24日 火 観光のトレンドと地域活性化② 校外 那覇市観光協会 クラブ１1 各教室

26日 木 特別公開講座（高齢者の交通安全） ゆい 沖縄県警

8日 火 ホームルーム⑤（学習発表会） 501 事務局 クラブ12 各教室

15日 火 地域活動に向けて① 501 事務局 クラブ13 各教室

22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 クラブ14 各教室

12日 火 民生委員活動について 501 県民児協

14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 老人クラブ及び同窓会活動について ゆい 県老連・同窓会

19日 火 ボランティア活動について 501 西原篤一 クラブ15 各教室

28日 木

2日 火 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

16日 火 ホームルーム⑥（卒業に向けて） 501 事務局

18日 木
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

25日 木 卒業式 ゆい 事務局

防災について学ぶ①②

11月

沖縄の干潟について学ぶ①②

第29回 かりゆし長寿大学校 大運動会（予定　会場の都合により変更可能性有）

9月 AED

12月

1月

第29回かりゆし長寿大学校　学習発表会

2月

スポレク⑦⑧

生活環境学科（火曜日コース）

環境美化活動①②

30期　沖縄県かりゆし長寿大学校カリキュラム

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

スポレク③④

8月

社会資源の理解と活用①②

7月

10月

5月

6月
木育講座①②

旧盆（8/31～9/2）


