
【　プール　】令和２年　　　１０月分 　　　　　部屋別利用調整表　　　　　令和２年　　　１０月分　【　プール　】 決定分
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

【　団体利用のお願い　】
各団体の抑えられた日にちは、９月２１日㈪までに、必ず本申請をしてください。

また、キャンセルされる場合は、できる限り早めに、
必ずセンターまでご連絡くださいますよう、重ねてお願いいたします。

みなさんで気持ちよくご利用いただくために、ご理解とご協力をお願いいたします。

休
　
館
　
日

育成園　10：30-11：10 二葉園　10：10-11：20

視覚水中運動教室
13：30-14：30 ワンポイントレッスン
ワンポイントレッスン 14-15

15-16 スペシャルオリンピックス日本広島　15-16：30
小鳩会　16-18

パラスイムチーム広島　18：00-20：30 広島ドルフィン　18：30-20：30 知的児童水泳教室②
18-19：30

4 5 6 7 8 9 10

休
　
館
　
日

二葉園　10：10-11：20 育成園　10：30-11：10 育成園　10：30-11：10 二葉園　10：10-11：20

ワンポイントレッスン のぞみ会　14:20-15:20 ワンポイントレッスン
知的親子水泳教室 14-15 ワンポイントレッスン 14-15
15-16：30 ペンギン練習会　18：30-20：30 15-16 スペシャルオリンピックス日本広島　15-16：30

広島ドルフィン　18：30-20：30 小鳩会　16-18
知的16歳以上水泳教室 身体精神水泳教室② パラスイムチーム広島　18：00-20：30 広島ドルフィン　18：30-20：30 知的児童水泳教室②

１８：３０－２０ １８：３０－２０ 18-19：30
11 12 13 14 15 16 17

休
　
館
　
日

二葉園　10：10-11：20 育成園　10：30-11：10 育成園　10：30-11：10 二葉園　10：10-11：20

あくあびくす アクアビクス初級 アクアビクス中級
14-14：40 ワンポイントレッスン 13：30-14 13：30-14：10 ワンポイントレッスン

知的親子水泳教室 14-15 ワンポイントレッスン 14-15
15-16：30 ペンギン練習会　18：30-20：30 15-16 スペシャルオリンピックス日本広島　15-16：30

広島ドルフィン　18：30-20：30 小鳩会　16-18
知的16歳以上水泳教室 身体精神水泳教室② パラスイムチーム広島　18：00-20：30 広島ドルフィン　18：30-20：30 知的児童水泳教室②

１８：３０－２０ １８：３０－２０ 18-19：30
18 19 20 21 22 23 24

センタリンピック
ウォーターフェスタ

10-16

休
　
館
　
日

二葉園　10：10-11：20 育成園　10：30-11：10 育成園　10：30-11：10 二葉園　10：10-11：20

ワンポイントレッスン のぞみ会　14:20-15:20 身体障害者水中トレーニング

知的16歳以上水泳教室 身体精神水泳教室② パラスイムチーム広島　18：00-20：30 広島ドルフィン　18：30-20：30

ワンポイントレッスン
14-15 ワンポイントレッスン 14：30-15：30 14-15

ペンギン練習会　18：30-20：30 15-16 スペシャルオリンピックス日本広島　15-16：30
広島ドルフィン　18：30-20：30 小鳩会　16-18

知的児童水泳教室②
１８：３０－２０ １８：３０－２０ 18-19：30

25 26 27 28 29 30 31

休
　
館
　
日

二葉園　10：10-11：20 育成園　10：30-11：10 育成園　10：30-11：10 二葉園　10：10-11：20

スイスイミニミニクラブ　13-14
ワンポイントレッスン ワンポイントレッスン

知的親子水泳教室 14-15 ワンポイントレッスン 14-15
15-16：30 ペンギン練習会　18：30-20：30 15-16 スペシャルオリンピックス日本広島　15-16：30

広島ドルフィン　18：30-20：30 小鳩会　16-18
知的16歳以上水泳教室 身体精神水泳教室② パラスイムチーム広島　18：00-20：30 広島ドルフィン　18：30-20：30

１８：３０－２０ １８：３０－２０



【 小体育室 】令和２年　　１０月分 　　　　　部屋別利用調整表　　　　　令和２年　１０月分　【 小体育室 】 決定分
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

【　団体利用のお願い　】
各団体の抑えられた日にちは、９月２１日㈪までに、必ず本申請をしてください。

また、キャンセルされる場合は、できる限り早めに、
必ずセンターまでご連絡くださいますよう、重ねてお願いいたします。

みなさんで気持ちよくご利用いただくために、ご理解とご協力をお願いいたします。

休
　
館
　
日

たまちゃんず ラッタッタでダンス サンサン会
　9-13 9-13 　9：30-12

さくらんぼ
　１３－１７ 13-16 チャレンジ

パラスイムチーム広島
17-18

龍ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ
　18-20：30 18-20：30

4 5 6 7 8 9 10
そよかぜ

休
　
館
　
日

救急救命講習
9-13

そよかぜ サンサン会
9-13 9-13 　9：30-12

M&Y さくらんぼ SONHポエラニ

17-19 17-18 チョレイ

パラスイムチーム広島
17-18

龍HIROSHIMA 18-20：30 チョレイ
　18-20：30 18：30-20：30

11 12 13 14 15 16 17

17-20

クッキーズ たまちゃんず チョレイ
チャレンジ 17-19 18-20：30 龍ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ17-20

休
　
館
　
日

たまちゃんず ラッタッタでダンス サンサン会
　9-13 9-13 　9-13 9-13 　9：30-12

星野クラブ さくらんぼ SONHポエラニ
星野クラブ M&Y

クッキーズ 17-18

　18-20：30 　18-20
18 19 20 21 22 23 24

チョレイ

たまちゃんず
　18-20：30 18-20：30

25 26 27 28 29 30 31

チョレイ
17-20

休
　
館
　
日

たまちゃんず そよかぜ
　9-13 9-13 　9-13 9-13

龍ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ
　18-20：30 　18-20

17-20

たまちゃんず そよかぜ

休
　
館
　
日

たまちゃんず ラッタッタでダンス サンサン会
　9-13 9-13 　9-13 9-13 　9：30-12

くれよんず
　13-15 　１３－１７ チャレンジ

13-17 銭太鼓同好会
13-15：30

17-20：30

１５－１７

星野クラブ

星野クラブ

　１３－１７

　１３－１７

M&Y

龍ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ

龍ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ

龍ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ

龍ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ

17-19

18-20：30

パラスイムチーム広島

星野クラブ

クッキーズ たまちゃんず
チャレンジ 17-19 18-20：30

17-18

星野クラブ

チャレンジ
14-18

HIROXILE

HIROXILE

　12-18

チャレンジ
　12-18

星野クラブ

チョレイ

17-20

17-20：30

　　９－１２

さくらんぼ
チョレイ M&Y 銭太鼓同好会 13-16
13-17 13-17 13-15：30

たまちゃんず そよかぜ

パラスイムチーム広島

　12-18

たまちゃんず

　１３－１７ 13-17 13-15：30

17-20
チョレイ

チャレンジ
14-18

たまちゃんず そよかぜ

銭太鼓同好会 13-16 12-14

チョレイ 13-17 銭太鼓同好会 　１３－１７ 13-16 12-14
13-17 13-15：30

クッキーズ パラスイムチーム広島


