
１０：００～ 2,000～2,500

１０：００～ 3,000

１３：００～ 3,000

１６：１０～ 5,400

①１７：５０～②１９：１０～ 6,000

①14：00～②14：50～③16：00～ 5,400

①１５：００～②１５：４５～ 6,274

１６：３０～ 6,450

１０：００～ 3,000

１１：００～ 3,500

１２：３０～ 800～1,000（月）

１０：００～ 1,000

１３：３０～ 4,000

１３：３０～ 2,000

１３：００～ 3,000

１０：００～ 2,500

１０：００～ 3,000

１３：００～ 2,000

１５：００～ 2,500

１３：００～ 3,000

１３：００～ 3,000

１３：００～ 3,000～

１８：３０～ 2,000

１０：００～ 3,000

１０：００～ 3,000

１３：００～ 3,000

１３：００～ 2,000

９：００～ 2,000

１０：００～ 1,500

１３：００～ 2,500

１３：００～ 3,000

１３：００～ 2,500

１３：００～ 3,000

１４：３０～ 4,968

１３：００～ 1,000

１７：００～ 6,000

１０：００～ 3000（月２回）

１０：００～ 3,500

１２：４５～ 500

１３：３０～ 2,500

９：００～ 3,000

９：３０～ 1,500

１３：００～ 500

１３：００～ 1,000

９：００～ 500（回）花材費

１０：００～ 3,000

１０：３０～ 3,000

１９：００～ 3,500

１３：００～ 600（回）

１３：0０～ 5,000

１８：００～ 5,000

１０：００～ 2,000

１０：００～ 500（回）

１５：００～ 4,320

１４：００～ 4,200

１８：００～ 3,240

９：００～ 3,600

９：００～ 3,600

１３：００～ 2,500

１０：００～ 3,000

《問合せ先　　　　西岡福住地区センター　　電話８５２－４６８７》《問合せ先　　　　西岡福住地区センター　　電話８５２－４６８７》《問合せ先　　　　西岡福住地区センター　　電話８５２－４６８７》《問合せ先　　　　西岡福住地区センター　　電話８５２－４６８７》

西西西西 岡岡岡岡 ココココ スススス モモモモ スススス

水水水水

子子子子 どどどど もももも 体体体体 操操操操 教教教教 室室室室

午　　　　後午　　　　後午　　　　後午　　　　後

午　　　　後午　　　　後午　　　　後午　　　　後

体体体体 操操操操

午　　　　前午　　　　前午　　　　前午　　　　前
卓　　　　　　　　　　　　　　　　球　　　　　卓　　　　　　　　　　　　　　　　球　　　　　卓　　　　　　　　　　　　　　　　球　　　　　卓　　　　　　　　　　　　　　　　球　　　　　

たたたた んんんん ぽぽぽぽ ぽぽぽぽ

水水水水

ハハハハ ミミミミ ンンンン ググググ

ウウウウ クククク レレレレ レレレレ OOOO hhhh aaaa nnnn aaaa （第２・３）木（第２・３）木（第２・３）木（第２・３）木 午　　　　前午　　　　前午　　　　前午　　　　前

午　　　　前午　　　　前午　　　　前午　　　　前

午　　　　前午　　　　前午　　　　前午　　　　前

フフフフ ララララ ・・・・ ササササ ーーーー クククク ルルルル ・・・・ ママママ ウウウウ リリリリ （第１・２・３）水（第１・２・３）水（第１・２・３）水（第１・２・３）水

フフフフ ォォォォ ーーーー クククク ダダダダ ンンンン スススス

午　　　　前午　　　　前午　　　　前午　　　　前

子子子子 どどどど もももも ササササ ッッッッ カカカカ ーーーー
ドドドドリリリリブブブブルルルル専専専専門門門門ササササッッッッカカカカーーーー塾塾塾塾「「「「濱濱濱濱塾塾塾塾」」」」

午　　　　後午　　　　後午　　　　後午　　　　後

午　　　　後午　　　　後午　　　　後午　　　　後

午　　　　前午　　　　前午　　　　前午　　　　前

土土土土 夜　　　　間夜　　　　間夜　　　　間夜　　　　間

火火火火札札札札幌幌幌幌ジジジジュュュュニニニニアアアアススススポポポポーーーーツツツツククククララララブブブブ

開始時間開始時間開始時間開始時間 会　費　(円)会　費　(円)会　費　(円)会　費　(円)

〔〔〔〔 ササササ ーーーー クククク ルルルル 紹紹紹紹 介介介介 〕〕〕〕
平成30年1月現在

札札札札幌幌幌幌ジジジジュュュュニニニニアアアアススススポポポポーーーーツツツツククククララララブブブブ

時　間　帯時　間　帯時　間　帯時　間　帯

午　　　　前午　　　　前午　　　　前午　　　　前

金金金金 午　　　　後午　　　　後午　　　　後午　　　　後

ｽｽｽｽ ﾄﾄﾄﾄ ﾚﾚﾚﾚ ｯｯｯｯ ﾁﾁﾁﾁ &&&& ｼｼｼｼ ﾞ゙゙゙ ｬｬｬｬ ｽｽｽｽ ﾞ゙゙゙ ﾀﾀﾀﾀ ﾞ゙゙゙ ﾝﾝﾝﾝ ｽｽｽｽ フフフフ レレレレ ンンンン ズズズズ 西西西西 福福福福 金金金金 午　　　　前午　　　　前午　　　　前午　　　　前

健健健健 康康康康 いいいい すすすす 体体体体 操操操操

ｽｽｽｽ ﾄﾄﾄﾄ ﾚﾚﾚﾚ ｯｯｯｯ ﾁﾁﾁﾁ &&&& ﾘﾘﾘﾘ ｽｽｽｽ ﾞ゙゙゙ ﾑﾑﾑﾑ 体体体体 操操操操

火火火火

活  動  内  容活  動  内  容活  動  内  容活  動  内  容 ササササ ーーーー クククク ルルルル 名名名名 活 動 曜 日 活 動 曜 日 活 動 曜 日 活 動 曜 日 

月月月月

カカカカ ワワワワ イイイイ 体体体体 育育育育 教教教教 室室室室 金金金金

アアアア ッッッッ ププププ ルルルル 金金金金

札札札札幌幌幌幌ジジジジュュュュニニニニアアアアススススポポポポーーーーツツツツククククララララブブブブ

子子子子 どどどど もももも 体体体体 育育育育 教教教教 室室室室

午　　　　後午　　　　後午　　　　後午　　　　後

ＹＹＹＹ ＵＵＵＵ ＩＩＩＩ ヨヨヨヨ ガガガガ 木木木木 午　　　　前午　　　　前午　　　　前午　　　　前

健健健健 美美美美 操操操操 木木木木 午　　　　後午　　　　後午　　　　後午　　　　後

キキキキ ッッッッ ズズズズ &&&& ジジジジ ュュュュ ニニニニ アアアア ダダダダ ンンンン スススス

太太太太 極極極極 拳拳拳拳

ハハハハ ーーーー ツツツツ 木木木木 午　　　　後午　　　　後午　　　　後午　　　　後

ヨヨヨヨ ガガガガ

ピピピピ ララララ テテテテ ィィィィ スススス やややや ささささ しししし いいいい ピピピピ ララララ テテテテ ィィィィ スススス

子子子子 どどどど もももも ババババ スススス ケケケケ ッッッッ トトトト 教教教教 室室室室

「「「「 ＧＧＧＧ ｏｏｏｏ ｏｏｏｏ ｕｕｕｕ ｔｔｔｔ ！！！！ ！！！！ 」」」」 土土土土

西西西西 福福福福 太太太太 極極極極 拳拳拳拳 同同同同 好好好好 会会会会

月月月月

スススス トトトト レレレレ ッッッッ チチチチ ヨヨヨヨ ガガガガ 金金金金

火火火火

午　　　　後午　　　　後午　　　　後午　　　　後

日日日日 本本本本 舞舞舞舞 踊踊踊踊
寿寿寿寿 のののの 会会会会 月月月月 午　　　　後午　　　　後午　　　　後午　　　　後

午　　　　前午　　　　前午　　　　前午　　　　前

翔翔翔翔 のののの 会会会会 （第２・３・４）木（第２・３・４）木（第２・３・４）木（第２・３・４）木 午　　　　後午　　　　後午　　　　後午　　　　後

大大大大 正正正正 琴琴琴琴 まままま ここここ とととと のののの 会会会会 火火火火 午　　　　後午　　　　後午　　　　後午　　　　後

詩詩詩詩 吟吟吟吟
札札札札 幌幌幌幌 西西西西 吟吟吟吟 会会会会 火火火火 夜　　　　間夜　　　　間夜　　　　間夜　　　　間

翠翠翠翠 吟吟吟吟 会会会会 金（月３回）金（月３回）金（月３回）金（月３回） 午　　　　前午　　　　前午　　　　前午　　　　前

カカカカ ララララ オオオオ ケケケケ
西西西西 岡岡岡岡 はははは まままま なななな すすすす 土土土土 午　　　　前午　　　　前午　　　　前午　　　　前

フ

フフ

フ レ

レレ

レ ン

ンン

ン ド

ドド

ド カ

カカ

カ ラ

ララ

ラ オ

オオ

オ ケ

ケケ

ケ サ

ササ

サ ー

ーー

ー ク

クク

ク ル

ルル

ル 月月月月 午　　　　後午　　　　後午　　　　後午　　　　後

茶茶茶茶 道道道道 親親親親 和和和和 会会会会 （第１）木（第１）木（第１）木（第１）木 午　　　　後午　　　　後午　　　　後午　　　　後

料料料料 理理理理 チチチチ ェェェェ リリリリ －－－－ （第１）木（第１）木（第１）木（第１）木 午　　　　前午　　　　前午　　　　前午　　　　前

パパパパ ッッッッ チチチチ ワワワワ ーーーー クククク
キキキキ ルルルル トトトト はははは まままま なななな すすすす 会会会会 （第２・４）金（第２・４）金（第２・４）金（第２・４）金 午　　　　前午　　　　前午　　　　前午　　　　前

キキキキルルルルトトトト フフフフララララワワワワーーーーババババススススケケケケッッッットトトト （第１・３）木（第１・３）木（第１・３）木（第１・３）木 午　　　　後午　　　　後午　　　　後午　　　　後

午　　　　後午　　　　後午　　　　後午　　　　後

ああああ じじじじ ささささ いいいい ササササ ーーーー クククク ルルルル （第２・３・４）金（第２・３・４）金（第２・３・４）金（第２・３・４）金 午　　　　後午　　　　後午　　　　後午　　　　後

ふふふふ れれれれ んんんん ずずずず 書書書書 道道道道 教教教教 室室室室 （第１・２・３）水（第１・２・３）水（第１・２・３）水（第１・２・３）水 午　　　　後午　　　　後午　　　　後午　　　　後

書書書書 峰峰峰峰 社社社社 書書書書 道道道道 水水水水 午後・夜間午後・夜間午後・夜間午後・夜間

油油油油 絵絵絵絵 ドドドド ンンンン ググググ リリリリ 画画画画 会会会会 水（月１回）水（月１回）水（月１回）水（月１回） 午　　　　後午　　　　後午　　　　後午　　　　後

書書書書 道道道道

真真真真 緑緑緑緑 水水水水

ここここ どどどど もももも 英英英英 語語語語 ここここ どどどど もももも 英英英英 語語語語 ササササ ーーーー クククク ルルルル 金金金金 夜　　　　間夜　　　　間夜　　　　間夜　　　　間

英英英英 会会会会 話話話話 ＯＯＯＯ ＫＫＫＫ 英英英英 会会会会 話話話話 （第１・３）火（第１・３）火（第１・３）火（第１・３）火 午　　　　前午　　　　前午　　　　前午　　　　前

手手手手 ああああ みみみみ 毛毛毛毛 糸糸糸糸 玉玉玉玉 月月月月 午　　　　前午　　　　前午　　　　前午　　　　前

午　　　　後午　　　　後午　　　　後午　　　　後

たたたた んんんん ぽぽぽぽ ぽぽぽぽ （第１・３）金（第１・３）金（第１・３）金（第１・３）金 午　　　　後午　　　　後午　　　　後午　　　　後

ささささ きききき 織織織織 りりりり

手手手手 芸芸芸芸

午　　　　後午　　　　後午　　　　後午　　　　後

俳　　 　　　　　                句俳　　 　　　　　                句俳　　 　　　　　                句俳　　 　　　　　                句

七　  　         宝  　　        焼七　  　         宝  　　        焼七　  　         宝  　　        焼七　  　         宝  　　        焼 メメメメ ルルルル ヘヘヘヘ ンンンン 水（月１回）水（月１回）水（月１回）水（月１回） 午前・午後午前・午後午前・午後午前・午後

馬馬馬馬 酔酔酔酔 木木木木 のののの 会会会会

短短短短 歌歌歌歌

い

いい

い け

けけ

け 花

花花

花

水

水水

水 源

源源

源 池

池池

池 こ

ここ

こ ど

どど

ど も

もも

も い

いい

い け

けけ

け ば

ばば

ば な

なな

な 教

教教

教 室

室室

室 土（月１回）土（月１回）土（月１回）土（月１回）

（第１）日（第１）日（第１）日（第１）日 午前・午後午前・午後午前・午後午前・午後

しししし らららら かかかか ばばばば 句句句句 会会会会 （第２）金（第２）金（第２）金（第２）金 午　　　　後午　　　　後午　　　　後午　　　　後

水水水水 源源源源 池池池池 短短短短 歌歌歌歌 会会会会 （第２）土（第２）土（第２）土（第２）土

囲囲囲囲 碁碁碁碁 ササササ ーーーー クククク ルルルル （第１）土（第１）土（第１）土（第１）土 午　　　　後午　　　　後午　　　　後午　　　　後

フフフフ ララララ ダダダダ ンンンン スススス

フフフフララララ・・・・ササササーーーーククククルルルル・・・・ アアアアヌヌヌヌ ヘヘヘヘアアアア （第１・２・３）火（第１・２・３）火（第１・２・３）火（第１・２・３）火

リリリリ ココココ （第１・２・３）木（第１・２・３）木（第１・２・３）木（第１・２・３）木 夜　　　　間夜　　　　間夜　　　　間夜　　　　間

オオオオ カカカカ リリリリ ナナナナ ・・・・ カカカカ ンンンン タタタタ ーーーー ビビビビ レレレレ

午　　　　前午　　　　前午　　　　前午　　　　前

パパパパ ソソソソ ココココ ンンンン

かかかか っっっっ ここここ うううう のののの 会会会会 水(月4回）水(月4回）水(月4回）水(月4回） 午　　　　後午　　　　後午　　　　後午　　　　後

ひひひひ まままま わわわわ りりりり 火火火火 夜　　　　間夜　　　　間夜　　　　間夜　　　　間

カカカカ ササササ ブブブブ ララララ ンンンン カカカカ

オオオオ カカカカ リリリリ ナナナナ

ヴヴヴヴ ァァァァ イイイイ オオオオ リリリリ ンンンン ササササ ーーーー クククク ルルルル （第１・３）土（第１・３）土（第１・３）土（第１・３）土 午　　　　後午　　　　後午　　　　後午　　　　後ヴヴヴヴ ァァァァ イイイイ オオオオ リリリリ ンンンン

空空空空 手手手手

オオオオカカカカリリリリナナナナ・・・・ググググリリリリーーーー ンンンンロロロロ ーーーードドドド

西西西西 福福福福 空空空空 手手手手 クククク ララララ ブブブブ 土土土土 午　　　　後午　　　　後午　　　　後午　　　　後

ささささ きききき 織織織織 りりりり ササササ ーーーー クククク ルルルル 亜亜亜亜 麻麻麻麻

子子子子 どどどど もももも そそそそ ろろろろ ばばばば んんんん パパパパ ワワワワ ーーーー っっっっ ここここ クククク ララララ ブブブブ 火火火火 午　　　　後午　　　　後午　　　　後午　　　　後

（第２・４）金（第２・４）金（第２・４）金（第２・４）金

月（月２回）月（月２回）月（月２回）月（月２回） 午　　　　前午　　　　前午　　　　前午　　　　前

午　　　　前午　　　　前午　　　　前午　　　　前

囲

囲囲

囲 碁

碁碁

碁

木木木木

着着着着 付付付付 けけけけ

午　　　　前午　　　　前午　　　　前午　　　　前（第２・４）金（第２・４）金（第２・４）金（第２・４）金

夜　　　　間夜　　　　間夜　　　　間夜　　　　間優優優優 至至至至 会会会会

札札札札 幌幌幌幌 きききき もももも のののの 着着着着 付付付付 愛愛愛愛 好好好好 会会会会 （第２・４）火（第２・４）火（第２・４）火（第２・４）火

（第２・４）水（第２・４）水（第２・４）水（第２・４）水 午　　　　前午　　　　前午　　　　前午　　　　前


