
バドミントン同好会 そよかぜ　
　9-13 9-13 ハートあい バドミントン同好会

ピンポンマン 羽子痛ッ 片麻痺バランス教室 リワーク広島 　9-12 9-13
13-15 13－15 １３：３０－１５ 13-15

スマイル ピンポンマン　
　13-15 13－15

広島Dreams　 広島アローズ　
18-20:30 18-20：30

広島市障害者職業センター バドミントン同好会 龍HIROSHIMA ハートあい　 ハートあい バドミントン同好会

10-11：30 9-13 　9-13 9-12 9-12 9-13
羽子痛ッ ピンポンマン スマイル　 ピンポンマン

運動セラピー教室 BTM　HIROXILE 13-15 　13－15 13-15 　13－15
龍HIROSHIMA ラッキーズ　 １３：３０－１５ 12-17

13-15 13-15 広島車いすダンスくらぶ 広島車いすダンスくらぶ　 愛和会　
　15-17 15-18 15-18

広島STONES 田中町飲食店会 広島Dreams サンダース　
　18－20：30 　18-20:30 　18-20:30 18：30－20：30

ストレッチマン バドミントン同好会 ハートあい バトミントン同好会 バドミントン同好会 そよかぜ　 愛和会 のべるてぃ
12-13 9-13 9-12 9-13 9-13 9-13 　9-11 　10-12

羽子痛ッ　 バドミントン同好会 羽子痛ッ ピンポンマン　 田中町飲食店会 　スマイル
13-15 13-15 13-15 13－15 11-13 　13-15

ピンポンマン 　
広島車いすダンスくらぶ フライヤーズ 13－15

　15-17 15-17

広島STONES 田中町飲食店会 愛和会 サンダース 龍HIROSHIMA 広島Dreams
　18－20：30 　18-20:30 　１８－２０：３０ 18：30－20：30 　18:30-20:30 　18:30-20:30

羽子痛ッ　13-15 ピンポンマン　13－15 健康体操教室
１３－１４ スマイル ピンポンマン

E5系はやぶさの会 龍HIROSHIMA ラブオール　15-17 キッズスポーツ教室 13-15 13－15
　　16-19 16-18　 １５：３０－１７

広島STONES　 広島車いすダンスくらぶ　 龍HIROSHIMA　

18－20：00 15-18 15-18
愛和会　 サンダース 愛和会 フレンド

１８－２０：３０ 　18：30－20：30 　１８－２０：３０ 　18－20：30

バドミントン同好会 　ハートあい バドミントン同好会 ストレッチマン ハートあい バドミントン同好会

9-13 9-12 9-13 12-13 9-12 9-13
なかよしスポーツ青年部 愛和会 羽子痛ッ　 羽子痛ッ　 ピンポンマン　 健康体操教室
　１３－１５ 　12-15 13-15 13-15 13－15 １３－１４

広島車いすダンスくらぶ　

15-17

広島STONES 田中町飲食店会 フレンド サンダース 龍HIROSHIMA　 フレンド　 愛和会 広島Dreams
　18－20：30 　18-20:30 　18－20：30 18：30－20：30 18:30-20:30 18－20：30 　18-20:30 　１８－２０：３０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部屋別利用調整表　　平成29年3月分　【体育室】　                                        【2月24日現在の状況です】

休
　
館
　
日

43

広島県車いすテニス協会　15－18

チャレスポ　バドミントン教室 ツインバスケットボール教室
18：30-20：30

フレームショット　15－18

のんばーず2015　9－13

土金木水火月日

１８：３０－２０：３０

21

ラブオール　15-18:30

ラブオール　15-18:30

レッドリーブス　15－18

中国地域ブラインドテニス協会　９－１３

95 10 11
広島ハーツ　9-12

広島県車いすテニス協会　15－18
フレームショット　13－17

休
　
館
　
日

876
のんばーず2015　9－13

ツインバスケットボール教室
エアロビクス　１７－１８

フレンド　18－20：30
フレンド　18－20：30 チャレスポ　バドミントン教室

12 13 14 16 17 18
１８：３０－２０：３０ １８：３０－２０：３０

15

おやこたいそう教室　１１－１２
親子スポーツ教室　９：３０－１０：３０ のんばーず2015　9－13

休
　
館
　
日 レッドリーブス　15－18

フレームショット　13－17

いちばんしぼり 12-15 ラブオール　15-18:30 広島県車いすテニス協会　15－18

ラブオール　18:30-20:30
広島アローズ　18-20：30

ツインバスケットボール教室
１８：３０－２０：３０

フレームショット　15－18 エアロビクス　１７－１８

のんばーず2015　9－13

休
　
館
　
日

休
　
館
　
日

22

Greeen　13-16 ９－１８

はなまるキッズ　9-13
SF　バドミントン大会

のんばーず2015　9－13 のんばーず2015　9－13

広島県車いすテニス協会　15－18

２０－２０：３０
SF　バドミントン大会準備

広島Dreams　18:00-20:30
広島アローズ　18-20：30

19 20 21 23 24 25

車いすスポーツ教室　17-18

のんばーず2015　9－13 のんばーず2015　9－13
26 27 30 31

休
　
館
　
日

2928

エアロビクス　１７－１８

広島県車いすテニス協会　15－18
フレームショット　15－18

１９－２０
フィットネス教室

フレームショット　13－17
ラブオール　15-18




