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  名 

    容 

『ミニバレー
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    師 札幌

    象 小中高生可

回数・受講料 20

  品 動

受講料納入 8/20

 法 先着順

・納入された受講料は原則としてお返しできません。・応募者が少数の場合は中止することがあります。
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・納入された受講料は原則としてお返しできません。・応募者が少数の場合は中止することがあります。
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われわれわれわれ、、、、天候天候天候天候にもにもにもにも恵恵恵恵
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サークルからはサークルからはサークルからはサークルからはフラダンスフラダンスフラダンスフラダンス
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のののの午前中午前中午前中午前中にににに活動中活動中活動中活動中

事間違事間違事間違事間違いなしのサークルですいなしのサークルですいなしのサークルですいなしのサークルです

うのでうのでうのでうので手軽手軽手軽手軽にプレーできますにプレーできますにプレーできますにプレーできます

しくできるミニバレーしくできるミニバレーしくできるミニバレーしくできるミニバレー是非体験是非体験是非体験是非体験

理事長  星井

から OK）  

） 9 月 14 日

室内用運動靴・スポーツタオル・

：00～17：00

電話の場合（西岡福住地区

座座座座    のののの    ごごごご    案案案案

・納入された受講料は原則としてお返しできません。・応募者が少数の場合は中止することがあります。

っっっっ最中最中最中最中。。。。夏夏夏夏とととと

家家家家」」」」「「「「おおおお墓参墓参墓参墓参りりりり

スイカスイカスイカスイカ」「」「」「」「メロンメロンメロンメロン」」」」

べすべすべすべすぎぎぎぎ注意注意注意注意。。。。子子子子

ラジオラジオラジオラジオ体操体操体操体操」」」」にににに参加参加参加参加

決定決定決定決定いたしましたいたしましたいたしましたいたしました

（（（（同時開催同時開催同時開催同時開催

準備準備準備準備しておしておしておしてお待待待待ちしておりますのでちしておりますのでちしておりますのでちしておりますので

恵恵恵恵まれまれまれまれ約約約約 2,3002,3002,3002,300

もいらっしゃったことでしょうもいらっしゃったことでしょうもいらっしゃったことでしょうもいらっしゃったことでしょう

西岡北小学校西岡北小学校西岡北小学校西岡北小学校」」」」のののの吹奏楽吹奏楽吹奏楽吹奏楽

フラダンスフラダンスフラダンスフラダンス「「「「フラ・マウリ・アヌヘアフラ・マウリ・アヌヘアフラ・マウリ・アヌヘアフラ・マウリ・アヌヘア

のおのおのおのお客様客様客様客様がががが参加参加参加参加

となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。今年参加今年参加今年参加今年参加

体操講座体操講座体操講座体操講座」」」」とととと

してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。（（（（詳細詳細詳細詳細

活動中活動中活動中活動中ですですですです。。。。会費会費会費会費

いなしのサークルですいなしのサークルですいなしのサークルですいなしのサークルです。。。。

にプレーできますにプレーできますにプレーできますにプレーできます

是非体験是非体験是非体験是非体験してしてしてして下下下下さいさいさいさい

星井 國美 

  豊平区にお

日（土） 9 月

・スポーツタオル・

00      

西岡福住地区センタ

案案案案    内内内内    

・納入された受講料は原則としてお返しできません。・応募者が少数の場合は中止することがあります。

とととと

りりりり」」」」

子子子子どもたちはどもたちはどもたちはどもたちは、、、、

参加参加参加参加するなどしてするなどしてするなどしてするなどして

いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。    

同時開催同時開催同時開催同時開催：：：：西岡老連協演芸大会西岡老連協演芸大会西岡老連協演芸大会西岡老連協演芸大会

ちしておりますのでちしておりますのでちしておりますのでちしておりますので

2,3002,3002,3002,300 名名名名のののの来場者来場者来場者来場者

もいらっしゃったことでしょうもいらっしゃったことでしょうもいらっしゃったことでしょうもいらっしゃったことでしょう

吹奏楽吹奏楽吹奏楽吹奏楽・マーチングバンドの・マーチングバンドの・マーチングバンドの・マーチングバンドの

フラ・マウリ・アヌヘアフラ・マウリ・アヌヘアフラ・マウリ・アヌヘアフラ・マウリ・アヌヘア

参加参加参加参加するするするする「「「「ビンゴゲームビンゴゲームビンゴゲームビンゴゲーム

今年参加今年参加今年参加今年参加できなかったできなかったできなかったできなかった

とととと「「「「背骨背骨背骨背骨コンディショニングコンディショニングコンディショニングコンディショニング

詳細詳細詳細詳細はははは、、、、窓口又窓口又窓口又窓口又

会費会費会費会費はははは参加参加参加参加 1111 回回回回につきにつきにつきにつき

。。。。是非是非是非是非 1111 度参加度参加度参加度参加

令和元年令和元年令和元年令和元年

西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会

札幌市豊平区西岡札幌市豊平区西岡札幌市豊平区西岡札幌市豊平区西岡

TELTELTELTEL    852852852852

にプレーできますにプレーできますにプレーできますにプレーできます。。。。レクリエーションとしてもレクリエーションとしてもレクリエーションとしてもレクリエーションとしても

さいさいさいさい。。。。    

 

にお住まいかお勤

月 21 日（土）

・スポーツタオル・飲料水 

      9/5（木）17

センタ― 011

・納入された受講料は原則としてお返しできません。・応募者が少数の場合は中止することがあります。

、、、、真真真真っっっっ黒黒黒黒    

するなどしてするなどしてするなどしてするなどして    

    

西岡老連協演芸大会西岡老連協演芸大会西岡老連協演芸大会西岡老連協演芸大会

ちしておりますのでちしておりますのでちしておりますのでちしておりますので皆皆皆皆さんさんさんさん

来場者来場者来場者来場者がありましたがありましたがありましたがありました

もいらっしゃったことでしょうもいらっしゃったことでしょうもいらっしゃったことでしょうもいらっしゃったことでしょう。。。。    

・マーチングバンドの・マーチングバンドの・マーチングバンドの・マーチングバンドの演奏演奏演奏演奏

フラ・マウリ・アヌヘアフラ・マウリ・アヌヘアフラ・マウリ・アヌヘアフラ・マウリ・アヌヘア」」」」・・・・空手空手空手空手

ビンゴゲームビンゴゲームビンゴゲームビンゴゲーム」（」（」（」（なんとなんとなんとなんと

できなかったできなかったできなかったできなかった皆様皆様皆様皆様はははは

コンディショニングコンディショニングコンディショニングコンディショニング

窓口又窓口又窓口又窓口又はははは電話電話電話電話でおでおでおでお

につきにつきにつきにつき 1,0001,0001,0001,000 円円円円

度参加度参加度参加度参加してしてしてしてみてくださいみてくださいみてくださいみてください

令和元年令和元年令和元年令和元年８月発行８月発行８月発行８月発行        

西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会

札幌市豊平区西岡札幌市豊平区西岡札幌市豊平区西岡札幌市豊平区西岡 4444

852852852852－－－－4687468746874687        FAXFAXFAXFAX

レクリエーションとしてもレクリエーションとしてもレクリエーションとしてもレクリエーションとしても

まいかお勤めの方 

） ・ 3 回 

17：00 まで 

011－852－4687

・納入された受講料は原則としてお返しできません。・応募者が少数の場合は中止することがあります。

西岡老連協演芸大会西岡老連協演芸大会西岡老連協演芸大会西岡老連協演芸大会    20202020 日日日日のみのみのみのみ

さんさんさんさんおおおお楽楽楽楽しみにしてしみにしてしみにしてしみにして

がありましたがありましたがありましたがありました。。。。出店出店出店出店もももも

演奏演奏演奏演奏、「、「、「、「札幌大学札幌大学札幌大学札幌大学

空手空手空手空手「「「「優至会優至会優至会優至会

なんとなんとなんとなんと第第第第 1111 位位位位

はははは是非是非是非是非、、、、来年参加来年参加来年参加来年参加

コンディショニングコンディショニングコンディショニングコンディショニング体操体験会体操体験会体操体験会体操体験会

でおでおでおでお問合問合問合問合せせせせ下下下下さいさいさいさい

円円円円。。。。サークルのサークルのサークルのサークルの

みてくださいみてくださいみてくださいみてください！！！！    

        第２２０第２２０第２２０第２２０号号号号    

西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会

4444 条条条条 9999 丁目丁目丁目丁目 1111－－－－

FAXFAXFAXFAX    852852852852－－－－4697469746974697

レクリエーションとしてもレクリエーションとしてもレクリエーションとしてもレクリエーションとしても、、、、競技競技競技競技

 ・ 1,000 円

 

4687） 

・納入された受講料は原則としてお返しできません。・応募者が少数の場合は中止することがあります。 

のみのみのみのみ））））    

しみにしてしみにしてしみにしてしみにして

もももも多数多数多数多数

札幌大学札幌大学札幌大学札幌大学」」」」

優至会優至会優至会優至会」」」」がががが

位位位位のののの商商商商

来年参加来年参加来年参加来年参加

体操体験会体操体験会体操体験会体操体験会」」」」をををを

さいさいさいさい））））    

サークルのサークルのサークルのサークルの    

西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会    

－－－－17171717    

4697469746974697    

競技競技競技競技スポースポースポースポー

円 


