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されました文化祭

が作品の展示のみで、ステージ発表

クルと

参加された皆様・応援

    

――――施設活用事業施設活用事業施設活用事業施設活用事業

●無料開放《

        

 

 

《
 

 

《

 

ホール（全面）

《第 32 回
10 月 19 日（土）と

されました文化祭

が作品の展示のみで、ステージ発表

クルと日頃の

参加された皆様・応援

施設活用事業施設活用事業施設活用事業施設活用事業

●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。ご利用の際には、事前にお電話で

ご確認お願いします。

        キッズ・ステーションキッズ・ステーションキッズ・ステーションキッズ・ステーション
☆キッズ・ステーションについては、

☆遊び道具などの持ち込みは一切禁止致します

用意しておりますので、そのボールを利用して

☆同伴する

☆開放期間は

１１１１１１１１月月月月

１２１２１２１２月月月月

 

 

《講座のご案内
 10 月号

11 月 11
 

《新サークルのご紹介
今回は“健康な体づくり”を目標にしたサークルをふたつご紹介します

サークルに参加の皆さんは、楽しみながら健康な体づくりを目指し頑張っています。

●体軸トレーニング
・毎週火曜日の

・筋肉トレーニング・ストレッチによる

 健康維持・増進を目指します

・会費 

＊上記の講座のご案内及び新サークルのご紹介につきまして、ご興味のある方は是非

当地区センターにお問合せ下さい。（ご連絡お待ちしております！）

 

場  所 

ホール（全面）

回文化祭の模様
日（土）と 10

されました文化祭は、一日目がステージ発表と作品展示。二日目

が作品の展示のみで、ステージ発表

日頃の練習・稽古の

参加された皆様・応援に

施設活用事業施設活用事業施設活用事業施設活用事業――――《《《《無料開放無料開放無料開放無料開放
●無料開放《１１月～１２

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。ご利用の際には、事前にお電話で

ご確認お願いします。

キッズ・ステーションキッズ・ステーションキッズ・ステーションキッズ・ステーション
キッズ・ステーションについては、

遊び道具などの持ち込みは一切禁止致します

用意しておりますので、そのボールを利用して

同伴する父母の入室は可とします。

期間は、当面

月月月月    10101010

月月月月    8888

講座のご案内》
号でご案内の通り

11 日（月）

新サークルのご紹介
は“健康な体づくり”を目標にしたサークルをふたつご紹介します

サークルに参加の皆さんは、楽しみながら健康な体づくりを目指し頑張っています。

●体軸トレーニング
毎週火曜日の 13

筋肉トレーニング・ストレッチによる

健康維持・増進を目指します

 3,500 円（月額）

＊上記の講座のご案内及び新サークルのご紹介につきまして、ご興味のある方は是非

当地区センターにお問合せ下さい。（ご連絡お待ちしております！）

 

ホール（全面） 
午前（

午後（13

文化祭の模様
10 月 20 日（日）の二日間にわたり開催

一日目がステージ発表と作品展示。二日目

が作品の展示のみで、ステージ発表

練習・稽古の成果・制作の成果を見る事が出来ました。

に来られた皆様

無料開放無料開放無料開放無料開放のおのおのおのお
１２月》：下記日曜日のみの開放となっております

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。ご利用の際には、事前にお電話で

ご確認お願いします。 

キッズ・ステーションキッズ・ステーションキッズ・ステーションキッズ・ステーション開始開始開始開始
キッズ・ステーションについては、

遊び道具などの持ち込みは一切禁止致します

用意しておりますので、そのボールを利用して

の入室は可とします。

当面 11 月より

10101010 日日日日（（（（日日日日））））第二日曜日第二日曜日第二日曜日第二日曜日

8888 日日日日（（（（日日日日））））第二日曜日第二日曜日第二日曜日第二日曜日

》「親子で歌おう♪はじめてのボイストレーニング」
の通り「親子で歌おう♪はじめてのボイストレーニング」

（月）からの受付となります。是非お子様とご一緒に

新サークルのご紹介》
は“健康な体づくり”を目標にしたサークルをふたつご紹介します

サークルに参加の皆さんは、楽しみながら健康な体づくりを目指し頑張っています。

●体軸トレーニング 
13：10～

筋肉トレーニング・ストレッチによる

健康維持・増進を目指します

円（月額） 

＊上記の講座のご案内及び新サークルのご紹介につきまして、ご興味のある方は是非

当地区センターにお問合せ下さい。（ご連絡お待ちしております！）

時 間 帯

午前（9：00～12

13：00～17

文化祭の模様》 
日（日）の二日間にわたり開催

一日目がステージ発表と作品展示。二日目

が作品の展示のみで、ステージ発表 12 サークル・作品展示

成果・制作の成果を見る事が出来ました。

来られた皆様に、厚く御礼申し上げます。

のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ》》》》
月》：下記日曜日のみの開放となっております

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。ご利用の際には、事前にお電話で

開始開始開始開始ののののおおおお知知知知
キッズ・ステーションについては、小学校

遊び道具などの持ち込みは一切禁止致します

用意しておりますので、そのボールを利用して

の入室は可とします。 

月より 12 月末までの

第二日曜日第二日曜日第二日曜日第二日曜日    

第二日曜日第二日曜日第二日曜日第二日曜日    

「親子で歌おう♪はじめてのボイストレーニング」
「親子で歌おう♪はじめてのボイストレーニング」

からの受付となります。是非お子様とご一緒に

》 
は“健康な体づくり”を目標にしたサークルをふたつご紹介します

サークルに参加の皆さんは、楽しみながら健康な体づくりを目指し頑張っています。

～14：10 

筋肉トレーニング・ストレッチによる

健康維持・増進を目指します 

 

＊上記の講座のご案内及び新サークルのご紹介につきまして、ご興味のある方は是非

当地区センターにお問合せ下さい。（ご連絡お待ちしております！）

帯 

12：00） 

17：00） 

日（日）の二日間にわたり開催

一日目がステージ発表と作品展示。二日目

サークル・作品展示

成果・制作の成果を見る事が出来ました。

に、厚く御礼申し上げます。

》》》》    

月》：下記日曜日のみの開放となっております

ファミリーは、ご家族でお楽しみ下さい。必ず

有料貸出等のため開放を中止する場合があります。ご利用の際には、事前にお電話で

知知知知らせらせらせらせ            
小学校 1 年生から小学校

遊び道具などの持ち込みは一切禁止致します。

用意しておりますので、そのボールを利用して

 

月末までの隔週

    

    

「親子で歌おう♪はじめてのボイストレーニング」
「親子で歌おう♪はじめてのボイストレーニング」

からの受付となります。是非お子様とご一緒に

は“健康な体づくり”を目標にしたサークルをふたつご紹介します

サークルに参加の皆さんは、楽しみながら健康な体づくりを目指し頑張っています。

●背骨コンディショニング
 

筋肉トレーニング・ストレッチによる 

・

・

 

・

＊上記の講座のご案内及び新サークルのご紹介につきまして、ご興味のある方は是非

当地区センターにお問合せ下さい。（ご連絡お待ちしております！）

キッズ・ステーション（ファミリー）

卓球（ファミリー）

日（日）の二日間にわたり開催 

一日目がステージ発表と作品展示。二日目

サークル・作品展示 17 サー

成果・制作の成果を見る事が出来ました。

に、厚く御礼申し上げます。

月》：下記日曜日のみの開放となっております

必ず上靴をご使用ください

有料貸出等のため開放を中止する場合があります。ご利用の際には、事前にお電話で

            第第第第２２２２弾弾弾弾
年生から小学校

。ビニール製等の比較的柔らかなボールを

用意しておりますので、そのボールを利用して自由に遊んでください。

隔週を予定しております。

24242424 日日日日（（（（日日日日））））

22222222 日日日日（（（（日日日日））））

「親子で歌おう♪はじめてのボイストレーニング」
「親子で歌おう♪はじめてのボイストレーニング」

からの受付となります。是非お子様とご一緒に

は“健康な体づくり”を目標にしたサークルをふたつご紹介します

サークルに参加の皆さんは、楽しみながら健康な体づくりを目指し頑張っています。

●背骨コンディショニング
・第 1・第

・体操と筋トレで腰痛・膝痛・肩こり・頭痛

 などの不調を改善！背骨の歪みを整えて全

身の不調を改善する運動プログラム

・会費 1,500

＊上記の講座のご案内及び新サークルのご紹介につきまして、ご興味のある方は是非

当地区センターにお問合せ下さい。（ご連絡お待ちしております！）

種   

キッズ・ステーション（ファミリー）

卓球（ファミリー） 

  

 

一日目がステージ発表と作品展示。二日目

サー 

成果・制作の成果を見る事が出来ました。 

に、厚く御礼申し上げます。 

月》：下記日曜日のみの開放となっております 

をご使用ください

有料貸出等のため開放を中止する場合があります。ご利用の際には、事前にお電話で

弾弾弾弾    
年生から小学校 6 年生のみの利用に限ります。

ビニール製等の比較的柔らかなボールを

に遊んでください。

を予定しております。

））））第四日曜日第四日曜日第四日曜日第四日曜日

））））第四日曜日第四日曜日第四日曜日第四日曜日

「親子で歌おう♪はじめてのボイストレーニング」
「親子で歌おう♪はじめてのボイストレーニング」

からの受付となります。是非お子様とご一緒に参加して下さい。

は“健康な体づくり”を目標にしたサークルをふたつご紹介します

サークルに参加の皆さんは、楽しみながら健康な体づくりを目指し頑張っています。

●背骨コンディショニング
・第 3 の金曜日の

体操と筋トレで腰痛・膝痛・肩こり・頭痛

などの不調を改善！背骨の歪みを整えて全

身の不調を改善する運動プログラム

1,500 円／回

＊上記の講座のご案内及び新サークルのご紹介につきまして、ご興味のある方は是非

当地区センターにお問合せ下さい。（ご連絡お待ちしております！）

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

   目 

キッズ・ステーション（ファミリー）

 

 

をご使用ください。 

有料貸出等のため開放を中止する場合があります。ご利用の際には、事前にお電話で

のみの利用に限ります。

ビニール製等の比較的柔らかなボールを

に遊んでください。 

を予定しております。 

第四日曜日第四日曜日第四日曜日第四日曜日    

第四日曜日第四日曜日第四日曜日第四日曜日    

「親子で歌おう♪はじめてのボイストレーニング」
「親子で歌おう♪はじめてのボイストレーニング」につきましては

参加して下さい。

は“健康な体づくり”を目標にしたサークルをふたつご紹介します。 

サークルに参加の皆さんは、楽しみながら健康な体づくりを目指し頑張っています。

●背骨コンディショニング
の金曜日の 13：30

体操と筋トレで腰痛・膝痛・肩こり・頭痛

などの不調を改善！背骨の歪みを整えて全

身の不調を改善する運動プログラム

円／回  

＊上記の講座のご案内及び新サークルのご紹介につきまして、ご興味のある方は是非

当地区センターにお問合せ下さい。（ご連絡お待ちしております！） 

令和元年令和元年令和元年令和元年 11111111 月発行月発行月発行月発行        

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

キッズ・ステーション（ファミリー）※新規

    

有料貸出等のため開放を中止する場合があります。ご利用の際には、事前にお電話で 

のみの利用に限ります。

ビニール製等の比較的柔らかなボールを

「親子で歌おう♪はじめてのボイストレーニング」 
につきましては

参加して下さい。 

サークルに参加の皆さんは、楽しみながら健康な体づくりを目指し頑張っています。 

●背骨コンディショニング 
30～15：

体操と筋トレで腰痛・膝痛・肩こり・頭痛

などの不調を改善！背骨の歪みを整えて全

身の不調を改善する運動プログラム 

＊上記の講座のご案内及び新サークルのご紹介につきまして、ご興味のある方は是非 

        第２２３第２２３第２２３第２２３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

※新規 

 

のみの利用に限ります。 

ビニール製等の比較的柔らかなボールを 

につきましては

：00 

体操と筋トレで腰痛・膝痛・肩こり・頭痛 

などの不調を改善！背骨の歪みを整えて全

 

    

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    

 


