
令和３年４月１日

１８６号

船木コミュニティセンター

船木コミセンだより

令和３年度 登録団体一覧表

令和３年度主催講座開講式のご案内

☆ “ポルドブラ”でしなやかボディ（月２回、４，０００円）

講師：平 ゆかり

５月６日（木） １９：３０～２０：３０

☆ パッチワークのきほんのき（月１回、２，０００円）

講師：奥原深雪

５月２８日（金） ９：００～１２：００

種別 団体名 種別 団体名

第２・４ 9：30～12：00 大正琴 琴フレンズ 水曜日 第１

毎週 10：00～12：00 ソフトバレー ファンキーズ 木曜日 第３

毎週 19：00～21：00 ミニテニス 沼田川ファミリークラブ

毎週 19：30～21：00 ソフトバレー ＱＴクラブ

月曜日 毎週 14：00～16：30 毎週 10：00～12：00 ミニテニス ひまわり

木曜日 第２・４ 9：30～12：00 バドミントン

第３・４ 8：30～13：00 食物研究 沼田川グループ ニュースポーツ

毎週 9：40～12：00 卓球 チョット卓球 毎週 19：00～21：00 ソフトバレー もみじ会

毎週 13：30～17：00 ダンス 本郷ダンスクラブ（舞） 木曜日 17：00～19：00

毎週 19：00～21：00 卓球 船木卓球クラブ 土曜日 13：00～17：00

第１・３ 9：00～12：00 茶道 船木茶道グループ 第３ 9：00～12：00 手芸 クラフトバンド同好会

第２・４ 10：00～12：00 体操 笑ってココロすっきり体操 第２・４ 13：00～17：00 カラオケ ☆スターカラオケ

第２・４ 13：00～17：00 カラオケ 船木ふれあいカラオケ 第２・４ 18：00～20：00 詩吟 船木詩吟同好会

第１・３ 14：00～16：00 民謡 新さなえ会沼田川支部 毎週 19：00～21：00 卓球 沼田川ファミリークラブ

第１・３ 13：30～16：00 ダンス アガペーダンスサークル 毎週 9：00～12：00 バレーボール PHXジュニアバレーボールクラブ

第1・2・3・4 17：00～19：00 バトントワーリング バトンスタジオ 第1・2・3・5 19：00～21：00 バレーボール 本郷クラブ

毎週 19：00～21：00 バドミントン 本郷バドミントンクラブ 第４ 19：00～21：00 ソフトバレー 三原市ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟

毎週 19：00～21：00 ソフトバレー 水曜会

三原ジュニアバドミントンクラブ

ヨガ スマイル・ヨガ

木曜日

第２・４ 14：00～16：00 フラダンス
ロコマイカイカイ・フラサーク
ル（三原）

毎週 19：00～21：00 沼田川ファミリークラブ

毎週 バドミントン

利用日・時間 利用日・時間

火曜日

10：00～11：30

土曜日

水曜日

月曜日

太極拳 太極拳クラブ（百華）

金曜日



桜の花 みっけ ❕

コミセン花壇は花いっぱい！

2月に植えたパンジー・ビオラが寒さに耐えて

花開いています。 スマイルの文字とにこちゃんマー

クも浮かび上がってきました。

これからの季節に華やかさと潤いを与えてくれ

そうです。

コロナ禍で始まった主催講座，「パッチ

ワークのきほんのき」「“ポルドブラ”でし

なやかボディ」は皆さんの情熱と

パワー・笑顔でこの1年を終了

しました。

日 曜日 利用（行事）予定 日 曜日 利用（行事）予定

沼田川FC（ﾊﾞﾄﾞ・ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ）、もみじ会 16 金 沼田川FC（卓球）、ｸﾗﾌﾄﾊﾞﾝﾄﾞ

ひまわり、三原JBC 17 土 PHXｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰ、三原JBC、本郷ｸﾗﾌﾞ

2 金 沼田川FC（卓球） 18 日

3 土 三原市議会議員選挙 ﾌｧﾝｷｰｽﾞ、沼田川FC（ﾐﾆﾃﾆｽ）、QTｸﾗﾌﾞ

4 日 三原市議会議員選挙 太極拳ｸﾗﾌﾞ

ﾌｧﾝｷｰｽﾞ、沼田川FC（ﾐﾆﾃﾆｽ）、QTｸﾗﾌﾞ 20 火 ﾁｮｯﾄ卓球、船木卓球ｸﾗﾌﾞ、本郷ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ（舞）

太極拳ｸﾗﾌﾞ ｱｶﾞﾍﾟｰﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙ、本郷ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、水曜会

6 火 ﾁｮｯﾄ卓球、船木卓球ｸﾗﾌﾞ、本郷ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ（舞） 新さなえ会、茶道ｸﾞﾙｰﾌﾟ、ﾊﾞﾄﾝｽﾀｼﾞｵ

本郷ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、水曜会、ｽﾏｲﾙ・ﾖｶﾞ 沼田川FC（ﾊﾞﾄﾞ・ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ）、もみじ会

新さなえ会、茶道ｸﾞﾙｰﾌﾟ、ﾊﾞﾄﾝｽﾀｼﾞｵ ひまわり、三原JBC、太極拳ｸﾗﾌﾞ、ﾛｺﾏｲｶｲｶｲ

沼田川FC（ﾊﾞﾄﾞ・ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ）、もみじ会 23 金 沼田川FC（卓球）、ｽﾀｰｶﾗｵｹ、詩吟同好会

ひまわり、三原JBC、太極拳ｸﾗﾌﾞ、ﾛｺﾏｲｶｲｶｲ 24 土 参議院議員再選挙

9 金 沼田川FC（卓球）、ｽﾀｰｶﾗｵｹ、詩吟同好会 25 日 参議院議員再選挙

10 土 PHXｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰ、本郷ｸﾗﾌﾞ ﾌｧﾝｷｰｽﾞ、沼田川FC（ﾐﾆﾃﾆｽ）、QTｸﾗﾌﾞ

11 日 太極拳ｸﾗﾌﾞ、琴ﾌﾚﾝｽﾞ

ﾌｧﾝｷｰｽﾞ、沼田川FC（ﾐﾆﾃﾆｽ）、QTｸﾗﾌﾞ 27 火 ﾁｮｯﾄ卓球、船木卓球ｸﾗﾌﾞ、本郷ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ（舞）

太極拳ｸﾗﾌﾞ、琴ﾌﾚﾝｽﾞ 本郷ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、水曜会、すっきり体操

13 火 ﾁｮｯﾄ卓球、船木卓球ｸﾗﾌﾞ、本郷ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ（舞） ふれあいｶﾗｵｹ、ﾊﾞﾄﾝｽﾀｼﾞｵ

本郷ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、水曜会、すっきり体操 29 木 沼田川FC（ﾊﾞﾄﾞ・ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ）、ひまわり

ふれあいｶﾗｵｹ、ﾊﾞﾄﾝｽﾀｼﾞｵ 30 金 沼田川FC（卓球）

沼田川FC（ﾊﾞﾄﾞ・ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ）、もみじ会

ひまわり、三原JBC、ｽﾏｲﾙ・ﾖｶﾞ

3月19日受付分まで記載しております。ご利用申し込みは早めにお願いします。

お問い合わせ・ご相談は船木コミュニティセンター　TEL　８６－６７３１　　FAX　８６－６７３０
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　生涯学習相談員　垣井・東

15 木

19 月

28 水

26 月

8 木

12 月

14 水

1 木

21 水

22 木

5 月

7 水

３月１７日，沼田川沿い

の桜並木で１輪の桜の

花を発見。分かるかな？


