
団体名

片マヒバランス教室 ピンポンマン 星野クラブ
14-15 13-15 　12-16

愛和会
15-18

愛和会 ビズ
18-20：30 18-20

看護実習　9-11 のんばーず2015 スタークラブ ありたク。。ラブ
ありたク。。ラブ　11-13 9-13 　9-13 　9-13

ありたク。。ラブ　11：30-13 ピンポンマン 羽子痛ッ
看護実習　14-15（1/4） 運動セラピー教室 13-15 13-15 健康体操教室 ピンポンマン ビズ
羽子痛ッ13-15（1/4） 13：30-15 スマイルのお家 愛育園 13-14 13-15 13-15
広島車いすダンスくらぶ 愛育園 15-17 15：10-17

15-17 15：10-17

広島STONES 広島県車いすバドクラブ 愛和会 ビズ フレンド 龍HIROSHIMA 広島アローズ 広島県車いすバドミントンクラブ

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

親子スポーツ ありたク。。ラブ 9-11 看護実習　9-11 のんばーず2015 星野クラブ のべるてぃ
おやこたいそう ありたク。。ラブ　11-13 9-13 9-13 10-12

9-12：15 ビズ　11-13 ありたク。。ラブ　11：30-13

羽子痛ッ ピンポンマン 羽子痛ッ
イオタ ラッキーズ 看護実習　14-15 13-15 13-15 13-15

12：15-15 13-15 愛和会 龍HIROSHIMA
中国武術と気功 15-18 15-18

15-18

広島STONES 広島県車いすバドクラブ 愛和会 龍HIROSHIMA 愛和会 ビズ
　18-20：30 　18-20：30 18-20：30 18-20：30 18-20：30 18-20

看護実習　9-11 のんばーず2015 星野クラブ ありたク。。ラブ
ありたク。。ラブ　11-13 9-13 9-13 　9-13

ありたク。。ラブ　11：30-13

なかよしスポーツ 星野クラブ 羽子痛ッ ピンポンマン 羽子痛ッ ビズ スタークラブ
13-15 12-16 看護実習　14-15 13-15 13-15 13-15 健康体操教室 　13-15 13-16

広島車いすダンスくらぶ 愛育園 13-14
愛和会 15-17 15：10-17 愛和会
15-18 15-18

広島STONES 広島県車いすバドクラブ 愛和会 ビズ フレンド 龍HIROSHIMA 愛和会 ビズ 広島アローズ イオタ
　18-20：30 　18-20：30 18-20：30 18-20 18-20：30 18-20：30 18-20：30 18-20 　18-20：30 　18-20：30

HDPC 龍HIROSHIMA 看護実習　9-11 のんばーず2015 くれよんず のべるてぃ
 9-13 9-12 ありたク。。ラブ　11-13 9-13 9-13 10-12

ピンポンマン 羽子痛ッ
なかよしスポーツ青年部 スタークラブ ありたク。。ラブ　11：30-13 羽子痛ッ 13-15 13-15

13-15 12-15 看護実習　14-15 13-15 ピンポンマン スタークラブ
広島車いすダンスくらぶ 愛育園 愛育園 13-15 12-16

15-17 15：10-17 キッズスポーツ教室 15：10-17 愛和会
15-17 15-18

広島STONES 広島県車いすバドクラブ 愛和会 広島県ボッチャ協会 広島アローズ 広島県車いすバドミントンクラブ

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

愛和会
15-18

広島STONES 龍HIROSHIMA

　18-20：30 17-20

ラブオール　17-18：30

　18-20：30

　9-12

31

　９－１２

　9-12

フレームショット
　15-18

　12-15
いちばんしぼり

中国地域ブラインドテニス協会

フレンド

　13-17

24 25 26 27 28 29 30

休
　
館
　
日

のんば～ず2015　9-13
月曜運動会　10-11：30

愛育園　13：40-15

フレームショット　15-18 広島県車いすテニス協会　15-18
エアロビクス教室　17-18

車いすスポーツ教室　17：15-18：15
フィットネス教室 フレンド

　18-20：30 18：30-20：30

17 18 19 20 21 22 23
のんば～ず2015

休
　
館
　
日

ばりふりSC　9-13 のんば～ず2015　9-13
月曜運動会　10-11：30

フレームショット
ラブオール　15-18：30

エアロビクス教室　17-18 広島県車いすテニス協会　15-18

フィットネス教室
18：30-20：30

10 11 12 13 14 15 16

休
　
館
　
日

のんば～ず2015　9-13
月曜運動会　10-11：30

フライヤーズ　13-15

愛育園　13：40-15 広島県車いすテニス協会　15-18
フライヤーズ　15-17 ラブオール　15-18：30

フレームショット　15-18 エアロビクス教室　17-18

フィットネス教室 広島ハーツFC　18-20：30
　18-20：30 18：30-20：30

フレンド

スタークラブ
「第2回スター杯　障がい者オープン卓球大会」

9-18

休
　
館
　
日

のんば～ず2015　9-13
月曜運動会　10-11：30

フレームショット
広島県車いすテニス協会　15-18

フライヤーズ　15-17
エアロビクス教室　17-18

フィットネス教室 車いすテニス教室
18：30-20：30 18：30-20：30

　13-17

日本発達支援サッカー協会

広島県車いすテニス協会　15-18

スタークラブ　第2回スター杯準備
18:00－20:30

3 4 5 6 7 8 9

日 月 火 水 木 金 土
1 2

【　体育室　】令和3年　１０月分 　　　　　部屋別利用調整表　　　　　令和3年　１０　月分　【　体育室　】
調整日６/２６(土) 調整日　令和３年　６月　２６日（土）

決定分


