
9999

湿度湿度湿度湿度

たたたた。。。。おおおお

になってきましたになってきましたになってきましたになってきました

楽楽楽楽しみましょうしみましょうしみましょうしみましょう

どうでしょうかどうでしょうかどうでしょうかどうでしょうか

小小小小さなおさなおさなおさなお

    

10101010

10101010

日頃日頃日頃日頃

さいさいさいさい

    

    

●無料開放《

※ファミリーは、ご家族でお楽しみ下さい。有料貸出等のため開放を中止する場合がありますので、

●●●●新新新新

講

内

講講講講

対対対対

持持持持

受付日時受付日時受付日時受付日時

申申申申

・納入された受講料は原則としてお返しできません。

9999 月月月月になりましたになりましたになりましたになりました

湿度湿度湿度湿度もかなりもかなりもかなりもかなり高高高高くくくく

おおおお盆盆盆盆をををを過過過過ぎたぎたぎたぎた

になってきましたになってきましたになってきましたになってきました

しみましょうしみましょうしみましょうしみましょう。。。。そこでそこでそこでそこで

どうでしょうかどうでしょうかどうでしょうかどうでしょうか？？？？

さなおさなおさなおさなお部屋部屋部屋部屋ですがですがですがですが

10101010 月月月月 19191919 日日日日（（（（

    

10101010 月月月月 20202020 日日日日（（（（

    

日頃日頃日頃日頃のののの練習練習練習練習のののの成果成果成果成果

さいさいさいさい！！！！    

●無料開放《10

ホ ー 

※ファミリーは、ご家族でお楽しみ下さい。有料貸出等のため開放を中止する場合がありますので、

利用の際には事前にお電話でご確認お願い致します。

新新新新サークルのごサークルのごサークルのごサークルのご

《元気ｕｐヨガ

・月 4 回 水曜日

・会費 月額

・ヨガをすることで

元気になること

講  座  

内     

講講講講                    

対対対対                    

定員定員定員定員・・・・日時日時日時日時

回数回数回数回数・・・・受講料受講料受講料受講料

持持持持        参参参参        

受付日時受付日時受付日時受付日時・・・・受講料納入受講料納入受講料納入受講料納入

申申申申    込込込込    方方方方    

・納入された受講料は原則としてお返しできません。

になりましたになりましたになりましたになりました。。。。８８８８月月月月のののの前半前半前半前半

くくくく「「「「北海道北海道北海道北海道のののの爽爽爽爽

ぎたぎたぎたぎた頃頃頃頃よりかなりよりかなりよりかなりよりかなり

になってきましたになってきましたになってきましたになってきました。。。。夏夏夏夏バテバテバテバテ気味気味気味気味

そこでそこでそこでそこで、、、、スポーツのスポーツのスポーツのスポーツの

？？？？ダンスなどのダンスなどのダンスなどのダンスなどの

ですがですがですがですが楽器楽器楽器楽器のののの練習練習練習練習

（（（（土土土土））））    ステージステージステージステージ

10101010

（（（（日日日日））））    

成果成果成果成果のののの発表発表発表発表やややや

10 月～12 月》のお知らせ日曜日

 ル 

※ファミリーは、ご家族でお楽しみ下さい。有料貸出等のため開放を中止する場合がありますので、

利用の際には事前にお電話でご確認お願い致します。

サークルのごサークルのごサークルのごサークルのご紹介紹介紹介紹介・・・・・・・・・・・・・・・・

ヨガ》 

水曜日の午前中

月額 3,000 円

・ヨガをすることで、体も

になること感じてください

  名 

    容 

『ドッチでホットに・・・ドッチボール講座

4444

ますますますます

がドッチボールがドッチボールがドッチボールがドッチボール

                師師師師    北海道北海道北海道北海道

                象象象象    豊平区内豊平区内豊平区内豊平区内

日時日時日時日時    

受講料受講料受講料受講料    

20202020

3333

        品品品品    動動動動

受講料納入受講料納入受講料納入受講料納入    10/1110/1110/1110/11

    法法法法    先着順先着順先着順先着順

・納入された受講料は原則としてお返しできません。

前半前半前半前半はははは 30303030 度度度度

爽爽爽爽やかなやかなやかなやかな夏夏夏夏」」」」

よりかなりよりかなりよりかなりよりかなり気温気温気温気温・・・・湿度共湿度共湿度共湿度共

気味気味気味気味のあなたものあなたものあなたものあなたも

スポーツのスポーツのスポーツのスポーツの秋秋秋秋ですがですがですがですが

ダンスなどのダンスなどのダンスなどのダンスなどの練習練習練習練習でででで利用利用利用利用

練習練習練習練習でででで利用利用利用利用されるおされるおされるおされるお

【第
ステージステージステージステージ発表発表発表発表

10101010 時時時時～～～～15151515 時予定時予定時予定時予定

    

やややや創作創作創作創作したしたしたした作品作品作品作品

月》のお知らせ日曜日

9：00

13：00

※ファミリーは、ご家族でお楽しみ下さい。有料貸出等のため開放を中止する場合がありますので、

利用の際には事前にお電話でご確認お願い致します。

・・・・・・・・・・・・・・・・下記下記下記下記サークルではサークルではサークルではサークルでは

午前中 

円 

も心も 

じてください。 

『ドッチでホットに・・・ドッチボール講座

4444 分間分間分間分間のののの試合試合試合試合

ますますますます。。。。運動運動運動運動がががが

がドッチボールがドッチボールがドッチボールがドッチボール

北海道北海道北海道北海道ドッチボールドッチボールドッチボールドッチボール

豊平区内豊平区内豊平区内豊平区内におにおにおにお

20202020 名名名名        10101010

3333 回回回回        1,5001,5001,5001,500

動動動動きやすいきやすいきやすいきやすい服装服装服装服装

10/1110/1110/1110/11（（（（金金金金）～）～）～）～

先着順先着順先着順先着順    窓口優先窓口優先窓口優先窓口優先

・納入された受講料は原則としてお返しできません。

講 座 の ご 案

度度度度をををを越越越越えたえたえたえた日日日日がほぼがほぼがほぼがほぼ

」」」」のイメージからはのイメージからはのイメージからはのイメージからは

湿度共湿度共湿度共湿度共にににに下下下下がりがりがりがり、、、、

のあなたものあなたものあなたものあなたも体調体調体調体調をををを整整整整ええええ

ですがですがですがですが当地区当地区当地区当地区センターのホールでスポーツをセンターのホールでスポーツをセンターのホールでスポーツをセンターのホールでスポーツを

利用利用利用利用されるおされるおされるおされるお客様客様客様客様

されるおされるおされるおされるお客様客様客様客様

【第３２回文化祭
発表発表発表発表    

時予定時予定時予定時予定    10101010

10101010

作品作品作品作品のののの展示展示展示展示などなどなどなど

月》のお知らせ日曜日のみ

～12：00 

00～17：00 

※ファミリーは、ご家族でお楽しみ下さい。有料貸出等のため開放を中止する場合がありますので、

利用の際には事前にお電話でご確認お願い致します。

サークルではサークルではサークルではサークルでは会員会員会員会員

 

《コールあかしや

・月 2 回 

・会費 月額

・ボイストレーナーを

活動しております

声で歌いましょう

『ドッチでホットに・・・ドッチボール講座

試合試合試合試合のののの中中中中にはドラマがイッパイにはドラマがイッパイにはドラマがイッパイにはドラマがイッパイ

がががが得意得意得意得意なななな子子子子もももも

がドッチボールがドッチボールがドッチボールがドッチボール！！！！みんなでドッチボールをみんなでドッチボールをみんなでドッチボールをみんなでドッチボールを

ドッチボールドッチボールドッチボールドッチボール協会協会協会協会

におにおにおにお住住住住いのいのいのいの小学小学小学小学

10101010 月月月月 26262626 日日日日（（（（土土土土

1,5001,5001,5001,500 円円円円（（（（3333 回分回分回分回分

服装服装服装服装・・・・室内用運動靴室内用運動靴室内用運動靴室内用運動靴

）～）～）～）～10/2310/2310/2310/23（（（（水水水水））））

窓口優先窓口優先窓口優先窓口優先    電話電話電話電話

・納入された受講料は原則としてお返しできません。

講 座 の ご 案

がほぼがほぼがほぼがほぼ 10101010 日間続日間続日間続日間続

のイメージからはのイメージからはのイメージからはのイメージからは程遠程遠程遠程遠いいいい

、、、、過過過過ごしごしごしごし易易易易いいいい

ええええ、「、「、「、「スポーツのスポーツのスポーツのスポーツの

センターのホールでスポーツをセンターのホールでスポーツをセンターのホールでスポーツをセンターのホールでスポーツを

客様客様客様客様もいらっしゃいますもいらっしゃいますもいらっしゃいますもいらっしゃいます

客様客様客様客様もいらっしゃいますよもいらっしゃいますよもいらっしゃいますよもいらっしゃいますよ

３２回文化祭について
作品展示作品展示作品展示作品展示

10101010 時時時時～～～～15151515 時予定時予定時予定時予定

作品展示作品展示作品展示作品展示

10101010 時時時時～～～～13131313 時予定時予定時予定時予定

などなどなどなど、、、、準備準備準備準備しておしておしておしてお

のみ 

  

 卓球（ファミリー）

※ファミリーは、ご家族でお楽しみ下さい。有料貸出等のため開放を中止する場合がありますので、

利用の際には事前にお電話でご確認お願い致します。 

会員会員会員会員をををを募集募集募集募集しておりますしておりますしておりますしております

コールあかしや》 

 水曜日の午前中

月額 2,000

・ボイストレーナーを講師

しております。全員

いましょう！ 

『ドッチでホットに・・・ドッチボール講座

にはドラマがイッパイにはドラマがイッパイにはドラマがイッパイにはドラマがイッパイ

もももも、、、、苦手苦手苦手苦手なななな子子子子もももも

みんなでドッチボールをみんなでドッチボールをみんなでドッチボールをみんなでドッチボールを

協会協会協会協会        谷内美加谷内美加谷内美加谷内美加

小学小学小学小学 1111 年生年生年生年生からからからから

土土土土））））    11111111 月月月月

回分回分回分回分））））    

室内用運動靴室内用運動靴室内用運動靴室内用運動靴・・・・汗拭汗拭汗拭汗拭

））））    9999：：：：00000000～～～～17171717

電話電話電話電話のののの場合場合場合場合（（（（西岡福住地区西岡福住地区西岡福住地区西岡福住地区

・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。

講 座 の ご 案

日間続日間続日間続日間続きききき、、、、更更更更にににに

いいいい夏夏夏夏となりましとなりましとなりましとなりまし

いいいい日日日日がががが続続続続くようくようくようくよう

スポーツのスポーツのスポーツのスポーツの秋秋秋秋」「」「」「」「食欲食欲食欲食欲

センターのホールでスポーツをセンターのホールでスポーツをセンターのホールでスポーツをセンターのホールでスポーツを

もいらっしゃいますもいらっしゃいますもいらっしゃいますもいらっしゃいます。。。。芸術芸術芸術芸術

もいらっしゃいますよもいらっしゃいますよもいらっしゃいますよもいらっしゃいますよ！！！！    

について】
作品展示作品展示作品展示作品展示    

時予定時予定時予定時予定    

作品展示作品展示作品展示作品展示    

時予定時予定時予定時予定    

（（（（

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

卓球（ファミリー）

※ファミリーは、ご家族でお楽しみ下さい。有料貸出等のため開放を中止する場合がありますので、

しておりますしておりますしておりますしております！！！！！！！！

午前中 

2,000 円 

講師に迎えて

全員で大きな

 

『ドッチでホットに・・・ドッチボール講座』

にはドラマがイッパイにはドラマがイッパイにはドラマがイッパイにはドラマがイッパイ！！！！パス・アタック・キャッチのコツをおパス・アタック・キャッチのコツをおパス・アタック・キャッチのコツをおパス・アタック・キャッチのコツをお

もももも、、、、男男男男のののの子子子子もももも

みんなでドッチボールをみんなでドッチボールをみんなでドッチボールをみんなでドッチボールを楽楽楽楽しみましょうしみましょうしみましょうしみましょう

谷内美加谷内美加谷内美加谷内美加    

からからからから 6666 年生年生年生年生までまでまでまで

月月月月 2222 日日日日（（（（土土土土））））    

汗拭汗拭汗拭汗拭きタオル・ドリンクきタオル・ドリンクきタオル・ドリンクきタオル・ドリンク

17171717：：：：00000000                        

西岡福住地区西岡福住地区西岡福住地区西岡福住地区

・応募者が少数の場合は中止することがあります。

講 座 の ご 案

にににに    

となりましとなりましとなりましとなりまし

くようくようくようくよう    

食欲食欲食欲食欲のののの秋秋秋秋」」」」「「「「芸術芸術芸術芸術

センターのホールでスポーツをセンターのホールでスポーツをセンターのホールでスポーツをセンターのホールでスポーツを楽楽楽楽しんではしんではしんではしんでは

芸術芸術芸術芸術のののの秋秋秋秋ですがですがですがですが

    

】 

（（（（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

卓球（ファミリー） 

※ファミリーは、ご家族でお楽しみ下さい。有料貸出等のため開放を中止する場合がありますので、

！！！！！！！！    

て 

きな 

＜しなやかな

・毎週

・1 回当

・男性講師

特に男性

一度参加

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

』 

パス・アタック・キャッチのコツをおパス・アタック・キャッチのコツをおパス・アタック・キャッチのコツをおパス・アタック・キャッチのコツをお

もももも、、、、女女女女のののの子子子子もももも

しみましょうしみましょうしみましょうしみましょう！！！！（（（（

までまでまでまで対象対象対象対象    

    11111111 月月月月 9999 日日日日（（（（

きタオル・ドリンクきタオル・ドリンクきタオル・ドリンクきタオル・ドリンク    

                        10101010/23/23/23/23

西岡福住地区西岡福住地区西岡福住地区西岡福住地区センタセンタセンタセンタ――――    

・応募者が少数の場合は中止することがあります。

講 座 の ご 案 内 

芸術芸術芸術芸術のののの秋秋秋秋」」」」をををを    

しんではしんではしんではしんでは    

ですがですがですがですが少少少少しししし    

    

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））））

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おおおお

※ファミリーは、ご家族でお楽しみ下さい。有料貸出等のため開放を中止する場合がありますので、

しなやかな かい

毎週 木曜日の

回当り 200 円

男性講師のヨガサークル

男性でヨガに

度参加して見て

令和元年令和元年令和元年令和元年９月発行９月発行９月発行９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

パス・アタック・キャッチのコツをおパス・アタック・キャッチのコツをおパス・アタック・キャッチのコツをおパス・アタック・キャッチのコツをお

もももも、、、、みんながみんながみんながみんなが活躍活躍活躍活躍

（（（（公式公式公式公式ルールでルールでルールでルールで

（（（（土土土土））））    9999：：：：30303030

/23/23/23/23（（（（水水水水））））17171717：：：：

    011011011011－－－－852852852852－－－－

・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））））    

））））    

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

※ファミリーは、ご家族でお楽しみ下さい。有料貸出等のため開放を中止する場合がありますので、 

かい＞ 

の午後 

円 

のヨガサークル 

でヨガに興味のある方

ては！ 

        第２２１第２２１第２２１第２２１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

パス・アタック・キャッチのコツをおパス・アタック・キャッチのコツをおパス・アタック・キャッチのコツをおパス・アタック・キャッチのコツをお教教教教えしえしえしえし

活躍活躍活躍活躍できるのできるのできるのできるの

ルールでルールでルールでルールで試合試合試合試合もももも行行行行いますいますいますいます

30303030～～～～11111111：：：：30303030    

：：：：00000000 までまでまでまで    

－－－－4687468746874687））））    

・応募者が少数の場合は中止することがあります。

        

しみにしてしみにしてしみにしてしみにして下下下下

方は 

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    

えしえしえしえし    

できるのできるのできるのできるの    

いますいますいますいます））））    

    

・応募者が少数の場合は中止することがあります。 


