
  　　※上段：午前、中段：午後、下段：夜

4月1日 4月2日 4月3日 4月4日 4月5日 4月6日 4月7日 4月8日 4月9日 4月10日 4月11日 4月12日 4月13日 4月14日 4月15日

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

平井ダンス 吹矢支部 オーセン アンビシャス ストレッチ 子ども教室 オーセン green　peace アンビシャス やさしい筋 平井ダンス

K＆K まちづくり コーラス 松美会 選 選 コールきらら K＆K

空正会館 まちづくり 青少年 ゴスペル愛 挙 挙 DICE 空正会館

癒みつこ 太極拳B いきいき 子ども教室 癒みつこ 太極拳B いきいき

柳美会 まちづくり 安河内卓球 選 選 太極拳A 安河内卓球 柳美会

まちづくり 青少年 姿勢ヨガ ピカケ 挙 挙 EMF フィットネス 姿勢ヨガ

デセール

選

挙

ネ　着付け ネ　着付　木 ネ　着付け ネ　着付　木 囲碁サロン

野口整体 選 裏千家

夜ヨガ 陽のしずく 挙 夜ヨガ 陽のしずく

ネ　着付け ネ　着付　木 やさしい筋 ネ　着付け ネ　着付　木 囲碁サロン

野口整体 クローバー 選 裏千家

夜ヨガ 着付水曜 陽のしずく 挙 夜ヨガ 着付水曜 陽のしずく

鍵盤坊主 リコーダー 鍵盤坊主

P＆P アコーズ P＆P

博陽吟道会 博陽吟道会

若竹 若竹 若竹

まちづくり お手玉 若竹 健康福祉 選 選 民生委員 若竹 自治会長会

ヘルス まちづくり 若竹 公民館 挙 挙 若竹 役員会

レザー PCたんぽぽ 手編み シルバー

日本習字 韓国語教室 シニア 日本習字 韓国語教室 手編み 日本習字

交通指導員 習永書道 韓国語教室 WIT 青少年指 習永書道 WIT

わすれな草 手毬の会 池坊いけ花 PW後藤 わすれな草 花空間 韓国語勉強 布ぞうり わすれな草

日本習字 碁水会 松の花 べりー 志凌会 日本習字 碁水会 公文書写 べりー 宗像短歌会

日本習字 WIT　水 WIT 日本習字 WIT　水 公文書写 WIT

公文書写 永嶋PW 韓国語勉強 はなみずき 公文書写 PCたんぽぽ ネ　青木パ はなみずき 公文書写

シルバー人材 公文書写 海坂句会

公文書写 WIT pw English 韓国語教室 WIT

4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日 4月21日 4月22日 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日 4月28日 4月29日 4月30日

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

吹矢支部 オーセン アンビシャス ストレッチ 運営委員会 オーセン green　peace アンビシャス 平井ダンス

ヘルス コーラス 松美会 コーラス 松美会

DICE ゴスペル愛 運営委員会 空正会館 DICE 空正会館

癒みつこ 太極拳B 運営委員会 癒みつこ 太極拳B いきいき

ヘルス 安河内卓球 K＆K 太極拳A 背骨体操

EMF フィットネス 姿勢ヨガ 運営委員会 EMF フィットネス 姿勢ヨガ

食進会

食進会 ネ　着付け ネ　着付　木 ネ　着付け ネ　着付　木

裏千家

夜ヨガ 陽のしずく 夜ヨガ 陽のしずく

食進会 ネ　着付け ネ　着付　木 やさしい筋 ネ　着付け ネ　着付　木

クローバー 裏千家

夜ヨガ 着付水曜 陽のしずく 夜ヨガ 着付水曜 陽のしずく

鍵盤坊主 リコーダー

P＆P アコーズ コールきらら P＆P

博陽吟道会 博陽吟道会

あひる 運営委員会 吹矢協会 若竹

ヘルス 若竹 シニア 若竹

若竹 運営委員会 若竹

レザー 運営委員会 PCたんぽぽ 手編み

韓国語教室 日本習字 韓国語教室 手編み 日本習字

習永書道 韓国語教室 運営委員会 習永書道 WIT

手毬の会 あじさい班 運営委員会 韓国語勉強 ししゅう

日本習字 碁水会 松の花 志凌会 日本習字 碁水会 公文書写

日本習字 WIT　水 運営委員会 日本習字 WIT　水 公文書写 WIT

永嶋PW 韓国語勉強 はなみずき 運営委員会 PCたんぽぽ ネ　青木パ はなみずき

シルバー人材 公文書写 べりー べりー

pw English 公文書写 運営委員会 pw English 韓国語教室 WIT

小会議
室
２

大会議室

多目的
ホール

１

多目的
ホール

２

和室　１

小会議
室
　１

和室　２

カルチャー
ルーム

東 郷 コ ミ セ ン 予 約 状 況 表

大会議室

中会議
室

和室　２

カルチャー
ルーム

小会議
室
　１

小会議
室
２

多目的
ホール

１

調理室

令和５年度

調理室

和室　１

多目的
ホール

２

中会議
室



  　　※上段：午前、中段：午後、下段：夜

5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日 5月6日 5月7日 5月8日 5月9日 5月10日 5月11日 5月12日 5月13日 5月14日 5月15日

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

総　会 オーセン green　peaceアンビシャス やさしい筋 子ども教室

松美会 K＆K コールきらら ヘルス

総　会 DICE 青少年 空正会館

太極拳B 総　会 癒みつこ 太極拳B いきいき 子ども教室

安河内卓球 柳美会 太極拳A 安河内卓球 K＆K ヘルス

姿勢ヨガ 総　会 EMF フィットネス 姿勢ヨガ

デセール

ネ　着付け ネ　着付　木

野口整体 裏千家

陽のしずく 夜ヨガ 陽のしずく

ネ　着付け ネ　着付　木

クローバー 野口整体 裏千家

陽のしずく 夜ヨガ 着付水曜 陽のしずく

リコーダー 鍵盤坊主

P＆P アコーズ

博陽吟道会 博陽吟道会

若竹 吹矢協会

若竹 健康福祉 新婦人 ヘルス

総　会 若竹 公民館

レザー PCたんぽぽ 手編み

日本習字 韓国語教室 シニア 手編み 日本習字

習永書道 総　会 習永書道 WIT

手毬の会 池坊いけ花 韓国語勉強 布ぞうり わすれな草

碁水会 松の花 日本習字 碁水会 公文書写 べりー 志凌会

総　会 日本習字 WIT　水 公文書写 WIT

PCたんぽぽネ　青木パ はなみずき 公文書写

海坂句会

総　会 pw English 韓国語教室 WIT

5月16日 5月17日 5月18日 5月19日 5月20日 5月21日 5月22日 5月23日 5月24日 5月25日 5月26日 5月27日 5月28日 5月29日 5月30日 5月31日

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

すくすく アンビシャス ストレッチ 平井ダンス 吹矢支部 オーセン green　peaceアンビシャス 平井ダンス オーセン

コーラス 松美会 K＆K コーラス 松美会 環境課

DICE ゴスペル愛 空正会館 DICE 空正会館 DICE

すくすく 太極拳B いきいき 癒みつこ 太極拳B いきいき 癒みつこ

安河内卓球 柳美会 太極拳A 背骨体操 K＆K 環境課

EMF フィットネス 姿勢ヨガ ピカケ EMF フィットネス 姿勢ヨガ EMF フィットネス

食進会

食進会 ネ　着付け ネ　着付　木 囲碁サロン ネ　着付け ネ　着付　木 ネ　着付け

裏千家

夜ヨガ 陽のしずく 夜ヨガ 陽のしずく 夜ヨガ

食進会 ネ　着付け ネ　着付　木 やさしい筋 囲碁サロン ネ　着付け ネ　着付　木 ネ　着付け

クローバー 裏千家

夜ヨガ 着付水曜 陽のしずく 夜ヨガ 着付水曜 陽のしずく 夜ヨガ 着付水曜

すくすく 鍵盤坊主 リコーダー 鍵盤坊主

P＆P コールきらら P＆P アコーズ

博陽吟道会 博陽吟道会

あひる 若竹 若竹 吹矢協会

民生委員 若竹 若竹

若竹 役員会 まちづくり 若竹

レザー シルバー PCたんぽぽ 手編み

韓国語教室 日本習字 韓国語教室 手編み 日本習字 韓国語教室

習永書道 韓国語教室 WIT 習永書道 WIT

手毬の会 あじさい班 PW後藤 わすれな草 韓国語勉強 ししゅう

日本習字 碁水会 松の花 宗像短歌会 日本習字 碁水会 公文書写 志凌会 日本習字 碁水会

日本習字 WIT　水 WIT 日本習字 WIT　水 公文書写 WIT 日本習字 WIT　水

永嶋PW 韓国語勉強 はなみずき 公文書写 PCたんぽぽネ　青木パ はなみずき 公文書写

シルバー人材 公文書写 べりー べりー

pw English 公文書写 WIT pw English 韓国語教室 WIT pw English

令和５年度

和室　２

カルチャー
ルーム

大会議室

東 郷 コ ミ セ ン 予 約 状 況 表

大会議室

中会議
室

和室　２

カルチャー
ルーム

中会議
室

多目的
ホール

１

多目的
ホール

２

調理室

和室　１

小会議
室
２

多目的
ホール

１

多目的
ホール

２

調理室

和室　１

小会議
室
　１

小会議
室
２

小会議
室
　１



  　　※上段：午前、中段：午後、下段：夜

6月1日 6月2日 6月3日 6月4日 6月5日 6月6日 6月7日 6月8日 6月9日 6月10日 6月11日 6月12日 6月13日 6月14日 6月15日

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

アンビシャス ストレッチ 平井ダンス 吹矢支部 オーセン アンビシャス やさしい筋 子ども教室 オーセン green　peace アンビシャス

松美会 K＆K コーラス コールきらら 松美会

ゴスペル愛 空正会館 DICE 青少年 空正会館 DICE ゴスペル愛

太極拳B いきいき 癒みつこ 太極拳B いきいき 子ども教室 癒みつこ 太極拳B

安河内卓球 柳美会 安河内卓球 K＆K 太極拳A

姿勢ヨガ ピカケ EMF フィットネス 姿勢ヨガ EMF フィットネス 姿勢ヨガ

デセール

ネ　着付　木 ネ　着付け ネ　着付　木 ネ　着付け ネ　着付　木

野口整体 裏千家

陽のしずく 夜ヨガ 陽のしずく 夜ヨガ 陽のしずく

ネ　着付　木 やさしい筋 ネ　着付け ネ　着付　木 ネ　着付け ネ　着付　木

野口整体 クローバー 裏千家

陽のしずく 夜ヨガ 着付水曜 陽のしずく 夜ヨガ 着付水曜 陽のしずく

リコーダー 鍵盤坊主 鍵盤坊主

P＆P P＆P アコーズ

博陽吟道会 博陽吟道会 博陽吟道会

若竹 若竹 吹矢協会

若竹 お手玉 若竹 新婦人 民生委員 若竹

若竹 若竹 公民館 若竹

レザー 手編み PCたんぽぽ

日本習字 韓国語教室 シニア 手編み 日本習字 韓国語教室

韓国語教室 WIT 習永書道 WIT 習永書道 韓国語教室

池坊いけ花 PW後藤 わすれな草 花空間 手毬の会 布ぞうり わすれな草 花空間 韓国語勉強 あじさい班

松の花 べりー 日本習字 碁水会 公文書写 べりー 志凌会 日本習字 碁水会 松の花

WIT 日本習字 WIT　水 公文書写 WIT 日本習字 WIT　水

はなみずき 公文書写 永嶋PW 韓国語勉強 ネ　青木パ はなみずき 公文書写 PCたんぽぽ

公文書写 海坂句会 シルバー人材 公文書写

公文書写 WIT pw English 韓国語教室 WIT pw English 公文書写

6月16日 6月17日 6月18日 6月19日 6月20日 6月21日 6月22日 6月23日 6月24日 6月25日 6月26日 6月27日 6月28日 6月29日 6月30日

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

ストレッチ 平井ダンス 吹矢支部 オーセン アンビシャス 平井ダンス オーセン green　peace

K＆K ヘルス コーラス 松美会 環境課

空正会館 DICE 空正会館 DICE

いきいき 癒みつこ 太極拳B いきいき 癒みつこ いきいき

安河内卓球 柳美会 ヘルス 背骨体操 K＆K 環境課

ピカケ EMF フィットネス 姿勢ヨガ EMF フィットネス

食進会

囲碁サロン 食進会 ネ　着付け ネ　着付　木 ネ　着付け

裏千家

夜ヨガ 陽のしずく 夜ヨガ 陽のしずく

やさしい筋 囲碁サロン 食進会 ネ　着付け ネ　着付　木 ネ　着付け

クローバー 裏千家

夜ヨガ 着付水曜 陽のしずく 夜ヨガ 着付水曜 陽のしずく

リコーダー 鍵盤坊主

P＆P コールきらら P＆P アコーズ

博陽吟道会

若竹 あひる 若竹 吹矢協会

健康福祉 ヘルス 若竹 若竹

役員会 若竹 役員会 まちづくり 若竹

レザー シルバー 手編み PCたんぽぽ

日本習字 韓国語教室 手編み 日本習字 韓国語教室

WIT 習永書道 WIT 習永書道 WIT

PW後藤 わすれな草 手毬の会 ししゅう 韓国語勉強

宗像短歌会 日本習字 碁水会 公文書写 志凌会 日本習字 碁水会

WIT 日本習字 WIT　水 公文書写 WIT 日本習字 WIT　水 WIT

はなみずき 公文書写 永嶋PW 韓国語勉強 ネ　青木パ はなみずき 公文書写 PCたんぽぽ

べりー シルバー人材 べりー

WIT pw English 韓国語教室 WIT pw English WIT

和室　１

小会議
室
　１

和室　２

カルチャー
ルーム

大会議室

東 郷 コ ミ セ ン 予 約 状 況 表

多目的
ホール

１

多目的
ホール

２

調理室

大会議室

中会議
室

和室　２

カルチャー
ルーム

小会議
室
２

多目的
ホール

１

多目的
ホール

２

調理室

和室　１

令和５年度

小会議
室
　１

小会議
室
２

中会議
室



  　　※上段：午前、中段：午後、下段：夜

7月1日 7月2日 7月3日 7月4日 7月5日 7月6日 7月7日 7月8日 7月9日 7月10日 7月11日 7月12日 7月13日 7月14日 7月15日

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

子どもみこし 吹矢支部 オーセン アンビシャス ストレッチ オーセン green　peaceアンビシャス やさしい筋 子ども教室

K＆K コーラス 松美会 コールきらら K＆K

空正会館 DICE 青少年 ゴスペル愛 空正会館 DICE 空正会館

子どもみこし 癒みつこ 太極拳B いきいき 癒みつこ 太極拳B いきいき 子ども教室

柳美会 安河内卓球 K＆K 太極拳A 安河内卓球 柳美会

EMF フィットネス 姿勢ヨガ ピカケ EMF フィットネス 姿勢ヨガ

デセール

ネ　着付け ネ　着付　木 ネ　着付け ネ　着付　木 囲碁サロン

野口整体 裏千家

夜ヨガ 陽のしずく 夜ヨガ 陽のしずく

ネ　着付け ネ　着付　木 やさしい筋 ネ　着付け ネ　着付　木 囲碁サロン

野口整体 クローバー 裏千家

夜ヨガ 着付水曜 陽のしずく 夜ヨガ 着付水曜 陽のしずく

鍵盤坊主 リコーダー 鍵盤坊主

P＆P アコーズ P＆P

博陽吟道会 博陽吟道会

若竹 若竹 吹矢協会 若竹

お手玉 若竹 新婦人 民生委員 若竹

若竹 交通指導員 若竹

レザー PCたんぽぽ 手編み

日本習字 韓国語教室 シニア 日本習字 韓国語教室 手編み 日本習字

習永書道 韓国語教室 WIT 習永書道 WIT

わすれな草 花空間 手毬の会 池坊いけ花 PW後藤 わすれな草 花空間 韓国語勉強 布ぞうり わすれな草

日本習字 碁水会 松の花 べりー 志凌会 日本習字 碁水会 公文書写 べりー 宗像短歌会

日本習字 WIT　水 WIT 日本習字 WIT　水 公文書写 WIT

公文書写 永嶋PW 韓国語勉強 はなみずき 公文書写 PCたんぽぽネ　青木パ はなみずき 公文書写

シルバー人材 公文書写 海坂句会

pw English 公文書写 WIT pw English 韓国語教室 WIT

7月16日 7月17日 7月18日 7月19日 7月20日 7月21日 7月22日 7月23日 7月24日 7月25日 7月26日 7月27日 7月28日 7月29日 7月30日 7月31日

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

吹矢支部 オーセン アンビシャス ストレッチ 平井ダンス オーセン green　peaceアンビシャス

ヘルス コーラス 松美会 コーラス 松美会 健康福祉 予備日

DICE ゴスペル愛 空正会館 DICE 空正会館

癒みつこ 太極拳B いきいき 癒みつこ 太極拳B いきいき

ヘルス 安河内卓球 K＆K 太極拳A 背骨体操 健康福祉 予備日

EMF フィットネス 姿勢ヨガ ピカケ EMF フィットネス 姿勢ヨガ

食進会

食進会 ネ　着付け ネ　着付　木 ネ　着付け ネ　着付　木

裏千家

夜ヨガ 陽のしずく 夜ヨガ 陽のしずく

食進会 ネ　着付け ネ　着付　木 やさしい筋 ネ　着付け ネ　着付　木

クローバー 裏千家

夜ヨガ 着付水曜 陽のしずく 夜ヨガ 着付水曜 陽のしずく

鍵盤坊主 リコーダー

P＆P アコーズ コールきらら P＆P

博陽吟道会 博陽吟道会

あひる 局長会議 若竹 吹矢協会 若竹

ヘルス 若竹 健康福祉 若竹

若竹 役員会 まちづくり 若竹

レザー シルバー PCたんぽぽ 手編み

韓国語教室 日本習字 韓国語教室 手編み 日本習字

習永書道 韓国語教室 WIT 習永書道 WIT

手毬の会 あじさい班 PW後藤 韓国語勉強 ししゅう

日本習字 碁水会 松の花 志凌会 日本習字 碁水会 公文書写

日本習字 WIT　水 WIT 日本習字 WIT　水 公文書写 WIT

永嶋PW 韓国語勉強 はなみずき 公文書写 PCたんぽぽネ　青木パ はなみずき 公文書写

シルバー人材 公文書写 べりー べりー

pw English 公文書写 WIT pw English 韓国語教室 WIT

小会議
室
２

大会議室

多目的
ホール

１

多目的
ホール

２

和室　１

小会議
室
　１

和室　２

カルチャー
ルーム

東 郷 コ ミ セ ン 予 約 状 況 表

大会議室

中会議
室

和室　２

カルチャー
ルーム

小会議
室
　１

小会議
室
２

多目的
ホール

１

調理室

令和５年度

調理室

和室　１

多目的
ホール

２

中会議
室



  　　※上段：午前、中段：午後、下段：夜

8月1日 8月2日 8月3日 8月4日 8月5日 8月6日 8月7日 8月8日 8月9日 8月10日 8月11日 8月12日 8月13日 8月14日 8月15日

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

オーセン アンビシャス ストレッチ 平井ダンス 吹矢支部 オーセン アンビシャス

コーラス 松美会 K＆K コールきらら

DICE ゴスペル愛 空正会館 DICE 青少年 空正会館

癒みつこ 太極拳B いきいき 癒みつこ 太極拳B

安河内卓球 柳美会 太極拳A 安河内卓球 K＆K

EMF フィットネス 姿勢ヨガ EMF フィットネス 姿勢ヨガ

ネ　着付け ネ　着付　木 ネ　着付け ネ　着付　木

野口整体

夜ヨガ 陽のしずく 夜ヨガ 陽のしずく

ネ　着付け ネ　着付　木 ネ　着付け ネ　着付　木

野口整体

夜ヨガ 陽のしずく 夜ヨガ 陽のしずく

鍵盤坊主 リコーダー

P＆P

博陽吟道会 博陽吟道会

若竹

お手玉 若竹 民生委員

若竹

韓国語教室 シニア 日本習字 韓国語教室 日本習字

習永書道 韓国語教室 WIT 習永書道 WIT

花空間 手毬の会 池坊いけ花 わすれな草 花空間 韓国語勉強 布ぞうり わすれな草

日本習字 碁水会 松の花 べりー 日本習字 碁水会 公文書写 志凌会

日本習字 WIT　水 WIT 日本習字 WIT　水 公文書写 WIT

永嶋PW 韓国語勉強 はなみずき 公文書写 公文書写

シルバー人材 公文書写 海坂句会

pw English 公文書写 WIT pw English 韓国語教室 WIT

8月16日 8月17日 8月18日 8月19日 8月20日 8月21日 8月22日 8月23日 8月24日 8月25日 8月26日 8月27日 8月28日 8月29日 8月30日 8月31日

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

アンビシャス ストレッチ 平井ダンス 吹矢支部 オーセン アンビシャス 運営委員会 オーセン

松美会 K＆K コーラス 松美会

ゴスペル愛 空正会館 DICE 運営委員会 空正会館 DICE

太極拳B いきいき 癒みつこ 太極拳B 運営委員会 癒みつこ

安河内卓球 柳美会 太極拳A 背骨体操 K＆K

フィットネス 姿勢ヨガ EMF フィットネス 姿勢ヨガ 運営委員会 EMF フィットネス 姿勢ヨガ

食進会

ネ　着付　木 囲碁サロン 食進会 ネ　着付け ネ　着付　木 ネ　着付け

陽のしずく 夜ヨガ 陽のしずく 夜ヨガ 陽のしずく

ネ　着付　木 囲碁サロン 食進会 ネ　着付け ネ　着付　木 ネ　着付け

着付水曜 陽のしずく 夜ヨガ 着付水曜 陽のしずく 夜ヨガ 着付水曜 陽のしずく

鍵盤坊主 リコーダー 鍵盤坊主

P＆P コールきらら P＆P アコーズ

博陽吟道会 博陽吟道会

若竹 あひる 運営委員会 吹矢協会

若竹 健康福祉 若竹 フェス打合 若竹

若竹 役員会 まちづくり 若竹 運営委員会 出展者会義 若竹

シルバー PCたんぽぽ 運営委員会

日本習字 韓国語教室 日本習字 韓国語教室

習永書道 韓国語教室 WIT 運営委員会

手毬の会 あじさい班 わすれな草 韓国語勉強 ししゅう 運営委員会

碁水会 松の花 宗像短歌会 日本習字 碁水会 公文書写 志凌会 日本習字 碁水会

WIT 日本習字 WIT　水 公文書写 運営委員会 日本習字 WIT　水

韓国語勉強 はなみずき 公文書写 PCたんぽぽ はなみずき 運営委員会

シルバー人材 公文書写 べりー べりー

公文書写 WIT pw English 韓国語教室運営委員会 pw English

令和５年度

和室　２

カルチャー
ルーム

大会議室

東 郷 コ ミ セ ン 予 約 状 況 表

大会議室

中会議
室

和室　２

カルチャー
ルーム

中会議
室

多目的
ホール

１

多目的
ホール

２

調理室

和室　１

小会議
室
２

多目的
ホール

１

多目的
ホール

２

調理室

和室　１

小会議
室
　１

小会議
室
２

小会議
室
　１



  　　※上段：午前、中段：午後、下段：夜

9月1日 9月2日 9月3日 9月4日 9月5日 9月6日 9月7日 9月8日 9月9日 9月10日 9月11日 9月12日 9月13日 9月14日 9月15日

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

ストレッチ 平井ダンス 吹矢支部 オーセン アンビシャス やさしい筋 子ども教室 オーセン green　peace アンビシャス

K＆K コーラス 松美会 コールきらら

空正会館 DICE 青少年 ゴスペル愛 空正会館 DICE

いきいき 癒みつこ 太極拳B いきいき 子ども教室 癒みつこ 太極拳B

安河内卓球 柳美会 安河内卓球 K＆K 太極拳A

ピカケ EMF フィットネス 姿勢ヨガ EMF フィットネス 姿勢ヨガ

デセール

ネ　着付け ネ　着付　木 ネ　着付け ネ　着付　木

野口整体 裏千家

夜ヨガ 陽のしずく 夜ヨガ 陽のしずく

やさしい筋 ネ　着付け ネ　着付　木 ネ　着付け ネ　着付　木 やさしい筋

野口整体 クローバー 裏千家

夜ヨガ 陽のしずく 夜ヨガ 陽のしずく

リコーダー 鍵盤坊主 鍵盤坊主 リコーダー

P＆P P＆P アコーズ P＆P

着付水曜 博陽吟道会 着付水曜 博陽吟道会

若竹 若竹 吹矢協会

お手玉 若竹 健康福祉 新婦人 民生 若竹

若竹 公民館 若竹

レザー 手編み PCたんぽぽ レザー

日本習字 韓国語教室 シニア 手編み 日本習字 韓国語教室

WIT 習永書道 韓国語教室 WIT 習永書道 交通指導員

PW後藤 わすれな草 花空間 手毬の会 池坊いけ花 わすれな草 花空間 韓国語勉強 布ぞうり

べりー 日本習字 碁水会 松の花 べりー 志凌会 日本習字 碁水会 公文書写

WIT 日本習字 WIT　水 WIT 日本習字 WIT　水 公文書写 WIT

はなみずき 公文書写 永嶋PW 韓国語勉強 はなみずき 公文書写 PCたんぽぽ ネ　青木パ はなみずき

海坂句会 シルバー人材 公文書写 べりー

WIT pw English 公文書写 WIT pw English 韓国語教室 WIT

9月16日 9月17日 9月18日 9月19日 9月20日 9月21日 9月22日 9月23日 9月24日 9月25日 9月26日 9月27日 9月28日 9月29日 9月30日

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

オーセン green　peace アンビシャス 平井ダンス

げ コーラス 松美会

ん DICE 空正会館

き 癒みつこ 太極拳B いきいき

フェ 太極拳A

ス EMF フィットネス 姿勢ヨガ

食進会 タ

東

郷

囲碁サロン 食進会 ネ　着付け ネ　着付　木 ネ　着付け ネ　着付　木

裏千家

夜ヨガ 陽のしずく 夜ヨガ 陽のしずく

囲碁サロン 食進会 ネ　着付け ネ　着付　木 ネ　着付け ネ　着付　木

クローバー 裏千家

夜ヨガ 着付水曜 陽のしずく 夜ヨガ 着付水曜 陽のしずく

鍵盤坊主

コールきらら P＆P

博陽吟道会 博陽吟道会

あひる 若竹

若竹

役員会 まちづくり 若竹

手編み PCたんぽぽ

日本習字 韓国語教室 手編み 韓国語教室 日本習字

役員会 習永書道 韓国語教室 WIT 習永書道 WIT

手毬の会 あじさい班 韓国語勉強 ししゅう

宗像短歌会 日本習字 碁水会 松の花 日本習字 碁水会 公文書写

日本習字 WIT　水 WIT 日本習字 WIT　水 公文書写 WIT

公文書写 永嶋PW 韓国語勉強 はなみずき PCたんぽぽ ネ　青木パ 公文書写

シルバー人材 公文書写 べりー

pw English 公文書写 WIT pw English 韓国語教室 WIT

東 郷 コ ミ セ ン 予 約 状 況 表令和５年度

カルチャー
ルーム

大会議室

多目的
ホール

１

多目的
ホール

２

多目的
ホール

１

多目的
ホール

２

調理室

和室　１

小会議
室
　１

和室　２

カルチャー
ルーム

大会議室

中会議
室

小会議
室
　１

小会議
室
２

調理室

和室　１

中会議
室

小会議
室
２

和室　２



  　　※上段：午前、中段：午後、下段：夜

10月1日 10月2日 10月3日 10月4日 10月5日 10月6日 10月7日 10月8日 10月9日 10月10日 10月11日 10月12日 10月13日 10月14日 10月15日

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

吹矢支部 オーセン アンビシャス ストレッチ 子ども教室 オーセン green　peaceアンビシャス やさしい筋 ヘルス

コーラス 松美会 K＆K コールきらら ヘルス

DICE ゴスペル愛 空正会館 DICE 青少年 空正会館

癒みつこ 太極拳B いきいき 子ども教室 癒みつこ 太極拳B いきいき ヘルス

安河内卓球 柳美会 太極拳A 安河内卓球 K＆K ヘルス

EMF フィットネス 姿勢ヨガ ピカケ EMF フィットネス 姿勢ヨガ

デセール

ネ　着付け ネ　着付　木 ネ　着付け ネ　着付　木

野口整体 裏千家

夜ヨガ 陽のしずく 夜ヨガ 陽のしずく

ネ　着付け ネ　着付　木 やさしい筋 ネ　着付け ネ　着付　木

クローバー 野口整体 裏千家

夜ヨガ 着付水曜 陽のしずく 夜ヨガ 着付水曜 陽のしずく

鍵盤坊主 リコーダー 鍵盤坊主

P＆P アコーズ P＆P

博陽吟道会 博陽吟道会

若竹 吹矢協会 若竹 ヘルス

お手玉 若竹 民生 若竹 新婦人 ヘルス

若竹 若竹 公民館

レザー PCたんぽぽ 手編み

韓国語教室 シニア 日本習字 韓国語教室 手編み 日本習字

習永書道 韓国語教室 WIT 習永書道 WIT

花空間 手毬の会 池坊いけ花 PW後藤 わすれな草 韓国語勉強 布ぞうり わすれな草

日本習字 碁水会 松の花 べりー 日本習字 碁水会 公文書写 べりー 志凌会

日本習字 WIT　水 WIT 日本習字 WIT　水 公文書写 WIT

永嶋PW 韓国語勉強 はなみずき 公文書写 PCたんぽぽネ　青木パ はなみずき 公文書写

シルバー人材 公文書写 海坂句会

pw English 公文書写 WIT pw English 韓国語教室 WIT

10月16日 10月17日 10月18日 10月19日 10月20日 10月21日 10月22日 10月23日 10月24日 10月25日 10月26日 10月27日 10月28日 10月29日 10月30日 10月31日

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

オーセン アンビシャス ストレッチ 平井ダンス オーセン green　peaceアンビシャス 平井ダンス

コーラス 松美会 K＆K コーラス 松美会 予備日

DICE ゴスペル愛 空正会館 DICE 空正会館 DICE

癒みつこ 太極拳B いきいき 癒みつこ 太極拳B いきいき 癒みつこ

安河内卓球 柳美会 太極拳A 背骨体操 K＆K 予備日

EMF フィットネス 姿勢ヨガ ピカケ EMF フィットネス 姿勢ヨガ

食進会

食進会 ネ　着付け ネ　着付　木 囲碁サロン ネ　着付け ネ　着付　木

裏千家

夜ヨガ 陽のしずく 夜ヨガ 陽のしずく

食進会 ネ　着付け ネ　着付　木 やさしい筋 囲碁サロン ネ　着付け ネ　着付　木

クローバー 裏千家

夜ヨガ 着付水曜 陽のしずく 夜ヨガ 着付水曜 陽のしずく

鍵盤坊主 リコーダー

P＆P アコーズ コールきらら P＆P

博陽吟道会 博陽吟道会

あひる 若竹 吹矢協会 若竹

若竹 健康福祉 若竹

若竹 役員会 まちづくり 若竹

レザー PCたんぽぽ 手編み

韓国語教室 日本習字 韓国語教室 手編み 日本習字

習永書道 韓国語教室 WIT 習永書道 WIT

手毬の会 あじさい班 PW後藤 わすれな草 韓国語勉強 ししゅう

日本習字 碁水会 松の花 宗像短歌会 日本習字 碁水会 公文書写 志凌会 日本習字

日本習字 WIT　水 WIT 日本習字 WIT　水 公文書写 WIT 日本習字

永嶋PW 韓国語勉強 はなみずき 公文書写 PCたんぽぽネ　青木パ はなみずき 公文書写

シルバー人材 公文書写 べりー べりー

pw English 公文書写 WIT pw English 韓国語教室 WIT

小会議
室
２

大会議室

多目的
ホール

１

多目的
ホール

２

和室　１

小会議
室
　１

和室　２

カルチャー
ルーム

東 郷 コ ミ セ ン 予 約 状 況 表

大会議室

中会議
室

和室　２

カルチャー
ルーム

小会議
室
　１

小会議
室
２

多目的
ホール

１

調理室

令和５年度

調理室

和室　１

多目的
ホール

２

中会議
室



  　　※上段：午前、中段：午後、下段：夜

11月1日 11月2日 11月3日 11月4日 11月5日 11月6日 11月7日 11月8日 11月9日 11月10日 11月11日 11月12日 11月13日 11月14日 11月15日

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

アンビシャス 平井ダンス 吹矢支部 オーセン green　peace アンビシャス やさしい筋 オーセン

コーラス 松美会 K＆K コールきらら コーラス

ゴスペル愛 空正会館 DICE 青少年 空正会館 DICE

太極拳B 癒みつこ 太極拳B いきいき 癒みつこ

安河内卓球 柳美会 太極拳A 安河内卓球 K＆K

フィットネス 姿勢ヨガ ピカケ EMF フィットネス 姿勢ヨガ EMF フィットネス

デセール

ネ　着付け ネ　着付　木 ネ　着付け ネ　着付　木 ネ　着付け

野口整体 裏千家

陽のしずく 夜ヨガ 陽のしずく 夜ヨガ

ネ　着付け ネ　着付　木 ネ　着付け ネ　着付　木 ネ　着付け

クローバー 野口整体 裏千家 クローバー

着付水曜 陽のしずく 夜ヨガ 着付水曜 陽のしずく 夜ヨガ 着付水曜

鍵盤坊主 リコーダー 鍵盤坊主

P＆P アコーズ

博陽吟道会 博陽吟道会

若竹 若竹 吹矢協会

お手玉 若竹 若竹 新婦人 民生

若竹 若竹

レザー PCたんぽぽ

日本習字 韓国語教室 シニア 日本習字 韓国語教室

習永書道 韓国語教室 WIT 習永書道 WIT 習永書道

手毬の会 池坊いけ花 PW後藤 わすれな草 花空間 韓国語勉強 布ぞうり わすれな草 花空間 手毬の会

碁水会 松の花 日本習字 碁水会 公文書写 べりー 志凌会 日本習字 碁水会

WIT　水 WIT 日本習字 WIT　水 公文書写 WIT 日本習字 WIT　水

韓国語勉強 公文書写 永嶋PW PCたんぽぽ ネ　青木パ はなみずき 公文書写 韓国語勉強

シルバー人材 公文書写 海坂句会 シルバー人材

pw English 公文書写 WIT pw English 韓国語教室 WIT pw English

11月16日 11月17日 11月18日 11月19日 11月20日 11月21日 11月22日 11月23日 11月24日 11月25日 11月26日 11月27日 11月28日 11月29日 11月30日

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

アンビシャス ストレッチ 平井ダンス 吹矢支部 オーセン green　peace 運営委員会 オーセン アンビシャス

松美会 K＆K ヘルス コーラス 松美会

ゴスペル愛 空正会館 DICE 運営委員会 空正会館 DICE

太極拳B いきいき 癒みつこ 太極拳B 運営委員会 癒みつこ

安河内卓球 柳美会 ヘルス 太極拳A 背骨体操 K＆K

姿勢ヨガ ピカケ EMF フィットネス 姿勢ヨガ 運営委員会 EMF フィットネス 姿勢ヨガ

食進会

ネ　着付　木 囲碁サロン 食進会 ネ　着付け ネ　着付　木

裏千家

陽のしずく 夜ヨガ 陽のしずく 夜ヨガ 陽のしずく

ネ　着付　木 やさしい筋 囲碁サロン 食進会 ネ　着付け ネ　着付　木

裏千家

陽のしずく 夜ヨガ 着付水曜 陽のしずく 夜ヨガ 着付水曜 陽のしずく

鍵盤坊主 リコーダー

P＆P コールきらら P＆P アコーズ

博陽吟道会 博陽吟道会

若竹 あひる 運営委員会 吹矢協会

若竹 健康福祉 ヘルス 若竹 若竹

若竹 役員会 若竹 運営委員会 まちづくり 若竹

レザー 運営委員会 PCたんぽぽ

日本習字 韓国語教室 日本習字 韓国語教室

韓国語教室 WIT 習永書道 運営委員会

あじさい班 PW後藤 わすれな草 韓国語勉強 ししゅう 運営委員会

松の花 宗像短歌会 日本習字 碁水会 志凌会 日本習字 碁水会

WIT 日本習字 WIT　水 運営委員会 日本習字 WIT　水

はなみずき 公文書写 永嶋PW PCたんぽぽ はなみずき 運営委員会

公文書写 べりー べりー

公文書写 WIT 韓国語教室 運営委員会 pw English

令和５年度

和室　２

カルチャー
ルーム

大会議室

東 郷 コ ミ セ ン 予 約 状 況 表

大会議室

中会議
室

和室　２

カルチャー
ルーム

中会議
室

多目的
ホール

１

多目的
ホール

２

調理室

和室　１

小会議
室
２

多目的
ホール

１

多目的
ホール

２

調理室

和室　１

小会議
室
　１

小会議
室
２

小会議
室
　１



  　　※上段：午前、中段：午後、下段：夜

12月1日 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日 12月6日 12月7日 12月8日 12月9日 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 12月14日 12月15日

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

ストレッチ 吹矢支部 オーセン アンビシャス やさしい筋 子ども教室 オーセン green　peaceアンビシャス ストレッチ

K＆K コーラス 松美会 コールきらら

空正会館 DICE 青少年 ゴスペル愛 空正会館 DICE

癒みつこ 太極拳B いきいき 子ども教室 癒みつこ 太極拳B いきいき

安河内卓球 柳美会 安河内卓球 K＆K 太極拳A 安河内卓球

ピカケ EMF フィットネス 姿勢ヨガ EMF フィットネス 姿勢ヨガ ピカケ

大掃除 デセール

ネ　着付け ネ　着付　木 大掃除 ネ　着付け ネ　着付　木

野口整体 裏千家

夜ヨガ 陽のしずく 夜ヨガ 陽のしずく

やさしい筋 ネ　着付け ネ　着付　木 大掃除 ネ　着付け ネ　着付　木 やさしい筋

野口整体 クローバー 裏千家

夜ヨガ 着付水曜 陽のしずく 夜ヨガ 着付水曜 陽のしずく

リコーダー 鍵盤坊主 大掃除 鍵盤坊主 リコーダー

P＆P アコーズ P＆P

博陽吟道会 博陽吟道会

大掃除 吹矢協会

お手玉 若竹 新婦人 民生 若竹 健康福祉

若竹 交通指導員 若竹

レザー 大掃除 レザー

日本習字 韓国語教室 シニア 日本習字 韓国語教室

WIT 習永書道 韓国語教室 WIT 習永書道 WIT

PW後藤 わすれな草 花空間 手毬の会 池坊いけ花 大掃除 花空間 韓国語勉強 布ぞうり PW後藤

べりー 日本習字 碁水会 松の花 べりー 志凌会 日本習字 碁水会 公文書写

WIT 日本習字 WIT　水 WIT 日本習字 WIT　水 公文書写 WIT

はなみずき 公文書写 永嶋PW 韓国語勉強 はなみずき 大掃除 ネ　青木パ はなみずき

シルバー人材 公文書写 海坂句会 べりー

WIT pw English 公文書写 WIT pw English 韓国語教室 WIT

12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日 12月21日 12月22日 12月23日 12月24日 12月25日 12月26日 12月27日 12月28日 12月29日 12月30日 12月31日

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

吹矢支部 オーセン アンビシャス 平井ダンス オーセン green　peace

K＆K コーラス 松美会

空正会館 DICE ゴスペル愛 空正会館 DICE

癒みつこ 太極拳B いきいき 癒みつこ

柳美会 背骨体操 K＆K 太極拳A

EMF フィットネス 姿勢ヨガ EMF フィットネス

食進会

囲碁サロン 食進会 ネ　着付け ネ　着付　木

裏千家

夜ヨガ 陽のしずく 夜ヨガ

囲碁サロン 食進会 ネ　着付け ネ　着付　木

クローバー 裏千家

夜ヨガ 陽のしずく 夜ヨガ 着付水曜

鍵盤坊主

P＆P アコーズ

博陽吟道会

若竹 あひる 若竹 吹矢協会

新婦人 若竹

役員会 まちづくり 若竹 公民館

日本習字 韓国語教室 日本習字 韓国語教室

習永書道 韓国語教室 WIT

わすれな草 手毬の会 あじさい班 韓国語勉強

宗像短歌会 日本習字 碁水会 松の花 志凌会 日本習字 碁水会

日本習字 WIT　水 WIT 日本習字 WIT　水

公文書写 永嶋PW 韓国語勉強 はなみずき 公文書写

シルバー人材 公文書写 べりー

pw English 公文書写 WIT

令和５年度

和室　２

カルチャー
ルーム

大会議室

東 郷 コ ミ セ ン 予 約 状 況 表

大会議室

中会議
室

和室　２

カルチャー
ルーム

中会議
室

多目的
ホール

１

多目的
ホール

２

調理室

和室　１

小会議
室
２

多目的
ホール

１

多目的
ホール

２

調理室

和室　１

小会議
室
　１

小会議
室
２

小会議
室
　１



  　　※上段：午前、中段：午後、下段：夜

1月1日 1月2日 1月3日 1月4日 1月5日 1月6日 1月7日 1月8日 1月9日 1月10日 1月11日 1月12日 1月13日 1月14日 1月15日

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

ストレッチ 吹矢支部 オーセン green　peaceアンビシャス やさしい筋

K＆K コールきらら

空正会館 DICE 青少年 空正会館

癒みつこ 太極拳B いきいき

安河内卓球 柳美会 太極拳A 安河内卓球 K＆K

EMF フィットネス 姿勢ヨガ

デセール

ネ　着付　木

野口整体

夜ヨガ 陽のしずく

やさしい筋 ネ　着付　木

野口整体

夜ヨガ 陽のしずく

リコーダー 鍵盤坊主

P＆P アコーズ

博陽吟道会

若竹 若竹 吹矢協会

若竹 新婦人

若竹

レザー PCたんぽぽ 手編み

日本習字 韓国語教室 手編み 日本習字

WIT 習永書道 WIT

PW後藤 わすれな草 韓国語勉強 布ぞうり わすれな草

日本習字 碁水会 公文書写 べりー 志凌会

WIT 日本習字 WIT　水 公文書写 WIT

公文書写 永嶋PW PCたんぽぽネ　青木パ はなみずき 公文書写

海坂句会

WIT pw English 韓国語教室 WIT

1月16日 1月17日 1月18日 1月19日 1月20日 1月21日 1月22日 1月23日 1月24日 1月25日 1月26日 1月27日 1月28日 1月29日 1月30日 1月31日

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

オーセン アンビシャス ストレッチ 平井ダンス 吹矢支部 オーセン green　peaceアンビシャス 平井ダンス オーセン

コーラス 松美会 K＆K ヘルス コーラス 松美会

DICE ゴスペル愛 空正会館 DICE 空正会館 DICE

癒みつこ 太極拳B いきいき 癒みつこ 太極拳B いきいき 癒みつこ

安河内卓球 柳美会 ヘルス 太極拳A 背骨体操 K＆K

EMF フィットネス 姿勢ヨガ EMF フィットネス 姿勢ヨガ EMF フィットネス

食進会

食進会 ネ　着付け ネ　着付　木 囲碁サロン ネ　着付け ネ　着付　木 ネ　着付け

裏千家

夜ヨガ 陽のしずく 夜ヨガ 陽のしずく 夜ヨガ

食進会 ネ　着付け ネ　着付　木 やさしい筋 囲碁サロン ネ　着付け ネ　着付　木 ネ　着付け

クローバー 裏千家

夜ヨガ 着付水曜 陽のしずく 夜ヨガ 着付水曜 陽のしずく 夜ヨガ

鍵盤坊主 リコーダー 鍵盤坊主

P＆P コールきらら P＆P アコーズ

博陽吟道会 博陽吟道会

あひる 若竹 若竹 吹矢協会

民生 若竹 健康福祉 ヘルス 若竹

若竹 役員会 まちづくり 若竹

レザー PCたんぽぽ 手編み

韓国語教室 シニア 日本習字 韓国語教室 手編み 日本習字 韓国語教室

習永書道 韓国語教室 WIT 習永書道 WIT

手毬の会 あじさい班 PW後藤 わすれな草 韓国語勉強 ししゅう

日本習字 碁水会 松の花 宗像短歌会 日本習字 碁水会 公文書写 志凌会 日本習字 碁水会

日本習字 WIT　水 WIT 日本習字 WIT　水 公文書写 WIT 日本習字 WIT　水

永嶋PW 韓国語勉強 はなみずき 公文書写 PCたんぽぽネ　青木パ はなみずき 公文書写

シルバー人材 公文書写 べりー べりー

pw English 公文書写 WIT pw English 韓国語教室 WIT pw English

小会議
室
２

大会議室

多目的
ホール

１

多目的
ホール

２

和室　１

小会議
室
　１

和室　２

カルチャー
ルーム

東 郷 コ ミ セ ン 予 約 状 況 表

大会議室

中会議
室

和室　２

カルチャー
ルーム

小会議
室
　１

小会議
室
２

多目的
ホール

１

調理室

令和５年度

調理室

和室　１

多目的
ホール

２

中会議
室



  　　※上段：午前、中段：午後、下段：夜

2月1日 2月2日 2月3日 2月4日 2月5日 2月6日 2月7日 2月8日 2月9日 2月10日 2月11日 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

アンビシャス ストレッチ 平井ダンス 吹矢支部 オーセン アンビシャス やさしい筋 子ども教室 オーセン green　peace アンビシャス

松美会 K＆K コーラス コールきらら 松美会

ゴスペル愛 空正会館 DICE 青少年 空正会館 DICE ゴスペル愛

太極拳B いきいき 癒みつこ 太極拳B いきいき 子ども教室 癒みつこ 太極拳B

安河内卓球 柳美会 安河内卓球 K＆K 太極拳A

姿勢ヨガ ピカケ EMF フィットネス 姿勢ヨガ EMF フィットネス 姿勢ヨガ

デセール

ネ　着付　木 ネ　着付け ネ　着付　木 ネ　着付け ネ　着付　木

野口整体 裏千家

陽のしずく 夜ヨガ 陽のしずく 夜ヨガ 陽のしずく

ネ　着付　木 やさしい筋 ネ　着付け ネ　着付　木 ネ　着付け ネ　着付　木

野口整体 クローバー 裏千家

陽のしずく 夜ヨガ 陽のしずく 夜ヨガ 着付水曜 陽のしずく

リコーダー 鍵盤坊主 鍵盤坊主

P＆P P＆P アコーズ

博陽吟道会 博陽吟道会 博陽吟道会

若竹 若竹 吹矢協会

若竹 お手玉 若竹 新婦人 民生 若竹

若竹 若竹 若竹

レザー 手編み PCたんぽぽ

日本習字 韓国語教室 シニア 手編み 日本習字 韓国語教室

韓国語教室 WIT 習永書道 WIT 習永書道 韓国語教室

池坊いけ花 PW後藤 わすれな草 花空間 手毬の会 布ぞうり わすれな草 花空間 韓国語勉強 あじさい班

松の花 べりー 日本習字 碁水会 公文書写 べりー 志凌会 日本習字 碁水会 松の花

WIT 日本習字 WIT　水 公文書写 WIT 日本習字 WIT　水

はなみずき 公文書写 永嶋PW 韓国語勉強 ネ　青木パ はなみずき 公文書写 PCたんぽぽ

公文書写 海坂句会 シルバー人材 公文書写

公文書写 WIT pw English 韓国語教室 WIT pw English 公文書写

2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日 2月21日 2月22日 2月23日 2月24日 2月25日 2月26日 2月27日 2月28日 2月29日

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

ストレッチ 平井ダンス 吹矢支部 オーセン アンビシャス 平井ダンス オーセン green　peace

K＆K ヘルス コーラス 松美会 予備日 コーラス

空正会館 DICE 空正会館 DICE

いきいき 癒みつこ 太極拳B 癒みつこ

安河内卓球 柳美会 ヘルス 背骨体操 K＆K 予備日 太極拳A

ピカケ EMF フィットネス 姿勢ヨガ EMF フィットネス

食進会

囲碁サロン 食進会 ネ　着付け ネ　着付　木 ネ　着付け

裏千家

夜ヨガ 陽のしずく 夜ヨガ 陽のしずく

やさしい筋 囲碁サロン 食進会 ネ　着付け ネ　着付　木 ネ　着付け

クローバー 裏千家

夜ヨガ 着付水曜 陽のしずく 夜ヨガ 陽のしずく

リコーダー 鍵盤坊主

P＆P コールきらら アコーズ

博陽吟道会

若竹 あひる 若竹 吹矢協会

健康福祉 ヘルス 若竹 若竹

役員会 若竹 まちづくり 若竹

レザー 手編み PCたんぽぽ

日本習字 韓国語教室 手編み 日本習字 韓国語教室

WIT 習永書道 WIT 習永書道

PW後藤 わすれな草 手毬の会 ししゅう 韓国語勉強

宗像短歌会 日本習字 碁水会 公文書写 志凌会 日本習字 碁水会

WIT 日本習字 WIT　水 公文書写 WIT 日本習字 WIT　水

はなみずき 公文書写 永嶋PW 韓国語勉強 ネ　青木パ 公文書写 PCたんぽぽ

べりー シルバー人材 べりー

WIT pw English 韓国語教室 WIT pw English

多目的
ホール

２

調理室

カルチャー
ルーム

多目的
ホール

１

和室　１

大会議室

小会議
室
２

多目的
ホール

１

多目的
ホール

２

調理室

和室　１

中会議
室

和室　２

大会議室

小会議
室
　１

令和５年度

小会議
室
　１

小会議
室
２

中会議
室

東 郷 コ ミ セ ン 予 約 状 況 表

和室　２

カルチャー
ルーム



  　　※上段：午前、中段：午後、下段：夜

3月1日 3月2日 3月3日 3月4日 3月5日 3月6日 3月7日 3月8日 3月9日 3月10日 3月11日 3月12日 3月13日 3月14日 3月15日

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

ストレッチ 平井ダンス 吹矢支部 オーセン アンビシャス やさしい筋 オーセン green　peaceアンビシャス ストレッチ

K＆K コーラス 松美会 コールきらら

空正会館 DICE 青少年 ゴスペル愛 空正会館 DICE

いきいき 癒みつこ 太極拳B いきいき 癒みつこ 太極拳B いきいき

安河内卓球 柳美会 安河内卓球 K＆K 太極拳A 安河内卓球

ピカケ EMF フィットネス 姿勢ヨガ EMF フィットネス 姿勢ヨガ ピカケ

デセール

ネ　着付け ネ　着付　木 ネ　着付け ネ　着付　木

野口整体

夜ヨガ 陽のしずく 夜ヨガ 陽のしずく

やさしい筋 ネ　着付け ネ　着付　木 ネ　着付け ネ　着付　木 やさしい筋

野口整体 クローバー

夜ヨガ 着付水曜 陽のしずく 夜ヨガ 着付水曜 陽のしずく

リコーダー 鍵盤坊主 鍵盤坊主 リコーダー

P＆P P＆P アコーズ P＆P

博陽吟道会 博陽吟道会

若竹 若竹 吹矢協会

お手玉 若竹 新婦人 民生 若竹 健康福祉

若竹 公民館 若竹

手編み PCたんぽぽ

日本習字 韓国語教室 シニア 手編み 日本習字 韓国語教室

WIT 習永書道 韓国語教室 WIT 習永書道 WIT

PW後藤 わすれな草 花空間 手毬の会 池坊いけ花 わすれな草 花空間 韓国語勉強 布ぞうり PW後藤

べりー 日本習字 碁水会 松の花 べりー 志凌会 日本習字 碁水会 公文書写

WIT 日本習字 WIT　水 WIT 日本習字 WIT　水 公文書写 WIT

はなみずき 公文書写 永嶋PW 韓国語勉強 はなみずき 公文書写 PCたんぽぽネ　青木パ はなみずき

海坂句会 シルバー人材 公文書写 べりー

WIT pw English 公文書写 WIT pw English 韓国語教室 WIT

3月16日 3月17日 3月18日 3月19日 3月20日 3月21日 3月22日 3月23日 3月24日 3月25日 3月26日 3月27日 3月28日 3月29日 3月30日 3月31日

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

平井ダンス 吹矢支部 オーセン アンビシャス 平井ダンス オーセン green　peaceアンビシャス

K＆K ヘルス 松美会 コーラス 松美会

空正会館 DICE ゴスペル愛 空正会館 DICE 空正会館

癒みつこ 太極拳B いきいき 癒みつこ 太極拳B いきいき

柳美会 ヘルス 背骨体操 K＆K 太極拳A

EMF 姿勢ヨガ EMF フィットネス 姿勢ヨガ

食進会

囲碁サロン 食進会 ネ　着付　木 ネ　着付け ネ　着付　木

夜ヨガ 陽のしずく 夜ヨガ 陽のしずく

囲碁サロン 食進会 ネ　着付　木 ネ　着付け ネ　着付　木

クローバー

夜ヨガ 着付水曜 陽のしずく 夜ヨガ 陽のしずく

鍵盤坊主

P＆P アコーズ コールきらら

博陽吟道会 博陽吟道会

若竹 あひる 若竹 吹矢協会 若竹

ヘルス 若竹 若竹

役員会 若竹 まちづくり 若竹 交通指導員

手編み PCたんぽぽ

日本習字 韓国語教室 手編み 日本習字 韓国語教室 日本習字

習永書道 韓国語教室 WIT 習永書道 WIT

わすれな草 手毬の会 あじさい班 韓国語勉強 ししゅう

宗像短歌会 日本習字 碁水会 松の花 志凌会 日本習字 碁水会 公文書写

日本習字 WIT　水 WIT 日本習字 WIT　水 公文書写 WIT

公文書写 永嶋PW 韓国語勉強 はなみずき 公文書写 PCたんぽぽネ　青木パ 公文書写

公文書写 べりー

公文書写 WIT pw English 韓国語教室 WIT

令和５年度

和室　２

カルチャー
ルーム

大会議室

東 郷 コ ミ セ ン 予 約 状 況 表

大会議室

中会議
室

和室　２

カルチャー
ルーム

中会議
室

多目的
ホール

１

多目的
ホール

２

調理室

和室　１

小会議
室
２

多目的
ホール

１

多目的
ホール

２

調理室

和室　１

小会議
室
　１

小会議
室
２

小会議
室
　１


