
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

☆　クラブ活動に参加する際は　受付で「会員証」を提示してください。（早朝の「楊名時太極拳」では必要ありません。)

☆　ビジター参加費は、大人：３００円／都度、小人（中学生以下）：１５０円／都度です。（早朝の「楊名時太極拳」は無料です。）

日 月 火 水 木 金 土

1

卓球・バドミントン等　9:30～12:00
（文小　体育館）

テニス　10:00～12:00
         （浄化センター テニスコートB）
卓球・バドミントン等　13:30～15:30

（文小　体育館）

2 3 4 5 6 7 8

グラウンド・ゴルフ　9:30～12:00 テニス　10:00～12:00 グラウンド・ゴルフ　9:30～12:00 テニス教室　10:00～12:00 卓球・バドミントン等　9:30～12:00

（文小学校　グラウンド） 月例会 (浄化ｾﾝﾀｰ　テニスコートB） （浄化センター　グラウンド） （浄化センター テニスコートA・B） （文小　体育館）

健康体操　　10:00～11:30 テニス　10:00～12:00 テニス　10:00～12:00

（生涯学習センター） (浄化ｾﾝﾀ　テニスコートＣ）          （浄化センター テニスコートB）

テニス　13:00～15.00 テニス　13:00～15:00 テニス　13:00～15:00 テニス　13:00～15:00 卓球・バドミントン等　13:30～15:30

(浄化ｾﾝﾀｰ　テニスコートB） (浄化ｾﾝﾀｰ　テニスコートＣ） (浄化ｾﾝﾀｰ　テニスコートB） （浄化センター テニスコートB） （文小　体育館）

バドミントン等　19:30～21:30 楊名時太極拳　　19:00～20:30

（文小　体育館） （文化センター　会議室A）

9 10 11 12 13 14 15

グラウンド・ゴルフ　9:30～12:00 テニス　10:00～12:00 グラウンド・ゴルフ　9:30～12:00 テニス教室　10:00～12:00 卓球・バドミントン等　　　夏休み

（文小学校　グラウンド） (浄化ｾﾝﾀｰ　テニスコートB） （浄化センター　グラウンド） （浄化センター テニスコートA・B）

テニス　10:00～12:00 テニス　10:00～12:00

(浄化ｾﾝﾀ　テニスコートＣ）          （浄化センター テニスコートB）

テニス　13:00～15.00 テニス　13:00～15:00 テニス　13:00～15:00 テニス　13:00～15:00 卓球・バドミントン等　　　夏休み

(浄化ｾﾝﾀｰ　テニスコートB） (浄化ｾﾝﾀｰ　テニスコートＣ） (浄化ｾﾝﾀｰ　テニスコートB） （浄化センター テニスコートB）

バドミントン等　19:30～21:30 楊名時太極拳　　19:00～20:30

山の日 （文小　体育館） （文化センター　会議室A）

運営委員会（関係者）19:15～（クラブハウス）

16 17 18 19 20 21 22

グラウンド・ゴルフ　   夏休み テニス　10:00～12:00 グラウンド・ゴルフ　9:30～12:00 テニス教室　10:00～12:00 卓球・バドミントン等　　　　中止

(浄化ｾﾝﾀｰ　テニスコートB） （浄化センター　グラウンド） （浄化センター テニスコートA・B） 文小学校　除草作業のため

テニス　10:00～12:00 テニス　10:00～12:00

(浄化ｾﾝﾀ　テニスコートＣ）          （浄化センター テニスコートB）

テニス　13:00～15.00 テニス　13:00～15:00 テニス　10:00～12:00 テニス　13:00～15:00 卓球・バドミントン等　13:30～15:30

(浄化ｾﾝﾀｰ　テニスコートB） (浄化ｾﾝﾀｰ　テニスコートＣ） (浄化ｾﾝﾀ　テニスコートＣ） （浄化センター テニスコートB） （文小　体育館）

バドミントン等　19:30～21:30 楊名時太極拳　　19:00～20:30

（文小　体育館） （文化センター　会議室A）

23 24 25 26 27 28 29

グラウンド・ゴルフ　　　中止 テニス　10:00～12:00 グラウンド・ゴルフ　9:30～12:00 テニス　10:00～12:00 卓球・バドミントン等　9:30～12:00

文小学校　除草作業のため (浄化ｾﾝﾀｰ　テニスコートB） （浄化センター　グラウンド） （浄化センター テニスコートA・B） （文小　体育館）

健康体操　　10:00～11:30 テニス　10:00～12:00 テニス　10:00～12:00

（生涯学習センター） (浄化ｾﾝﾀ　テニスコートＣ）          （浄化センター テニスコートB）

テニス　13:00～15.00 テニス　13:00～15:00 テニス　10:00～12:00 テニス　13:00～15:00 卓球・バドミントン等　13:30～15:30

(浄化ｾﾝﾀｰ　テニスコートB） (浄化ｾﾝﾀｰ　テニスコートＣ） (浄化ｾﾝﾀ　テニスコートＣ） （浄化センター テニスコートB） （文小　体育館）

バドミントン等　19:30～21:30 楊名時太極拳　　19:00～20:30

（文小　体育館） （文化センター　会議室A）
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グラウンド・ゴルフ　9:30～12:00 テニス　10:00～12:00

（文小学校　グラウンド） (浄化ｾﾝﾀｰ　テニスコートB）

テニス　13:00～15.00

(浄化ｾﾝﾀｰ　テニスコートB）
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☆ プログラムは当日の状況により変更することがあります。

☆ 途中入会者の、傷害保険は入会翌月から適用となります。

☆ 会場の準備、片付けは参加者全員で行いましょう。

☆ バドミントン会場でニュースポーツが行われる可能性がある場合 は、バドミントン等と表記します。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

☆　クラブ活動に参加する際は　受付で「会員証」を提示してください。（早朝の「楊名時太極拳」では必要ありません。)

☆　ビジター参加費は、大人：３００円／都度、小人（中学生以下）：１５０円／都度です。（早朝の「楊名時太極拳」は無料です。）

日 月 火 水 木 金 土

1

卓球・バドミントン等　9:30～12:00
（文小　体育館）

卓球・バドミントン等　13:30～15:30
（文小　体育館）

2 3 4 5 6 7 8

グラウンド・ゴルフ　9:30～12:00 テニス　10:00～12:00 グラウンド・ゴルフ　9:30～12:00 テニス教室　10:00～12:00 卓球・バドミントン等　9:30～12:00

（文小学校　グラウンド） 月例会 (浄化ｾﾝﾀｰ　テニスコートB） （浄化センター　グラウンド） （浄化センター テニスコートA・B） （文小　体育館）

健康体操　　10:00～11:30

（生涯学習センター）

テニス　13:00～15.00 卓球・バドミントン等　13:30～15:30

(浄化ｾﾝﾀｰ　テニスコートB） （文小　体育館）

バドミントン等　19:30～21:30 楊名時太極拳　　19:00～20:30

（文小　体育館） （文化センター　会議室A）

9 10 11 12 13 14 15

グラウンド・ゴルフ　9:30～12:00 テニス　10:00～12:00 グラウンド・ゴルフ　9:30～12:00 テニス教室　10:00～12:00 卓球・バドミントン等　　　夏休み

（文小学校　グラウンド） (浄化ｾﾝﾀｰ　テニスコートB） （浄化センター　グラウンド） （浄化センター テニスコートA・B）

テニス　13:00～15.00 卓球・バドミントン等　　　夏休み

(浄化ｾﾝﾀｰ　テニスコートB）

バドミントン等　19:30～21:30 楊名時太極拳　　19:00～20:30

山の日 （文小　体育館） （文化センター　会議室A）

運営委員会（関係者）19:15～（クラブハウス）

16 17 18 19 20 21 22

グラウンド・ゴルフ　   夏休み テニス　10:00～12:00 グラウンド・ゴルフ　9:30～12:00 テニス教室　10:00～12:00 卓球・バドミントン等　　　　中止

(浄化ｾﾝﾀｰ　テニスコートB） （浄化センター　グラウンド） （浄化センター テニスコートA・B） 文小学校　除草作業のため

テニス　13:00～15.00 卓球・バドミントン等　13:30～15:30

(浄化ｾﾝﾀｰ　テニスコートB） （文小　体育館）

バドミントン等　19:30～21:30 楊名時太極拳　　19:00～20:30

（文小　体育館） （文化センター　会議室A）

23 24 25 26 27 28 29

グラウンド・ゴルフ　　　中止 テニス　10:00～12:00 グラウンド・ゴルフ　9:30～12:00 テニス　10:00～12:00 卓球・バドミントン等　9:30～12:00

文小学校　除草作業のため (浄化ｾﾝﾀｰ　テニスコートB） （浄化センター　グラウンド） （浄化センター テニスコートA・B） （文小　体育館）

健康体操　　10:00～11:30

（生涯学習センター）

テニス　13:00～15.00 卓球・バドミントン等　13:30～15:30

(浄化ｾﾝﾀｰ　テニスコートB） （文小　体育館）

バドミントン等　19:30～21:30 楊名時太極拳　　19:00～20:30

（文小　体育館） （文化センター　会議室A）

30 31

グラウンド・ゴルフ　9:30～12:00 テニス　10:00～12:00

（文小学校　グラウンド） (浄化ｾﾝﾀｰ　テニスコートB）

テニス　13:00～15.00

(浄化ｾﾝﾀｰ　テニスコートB）
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☆ プログラムは当日の状況により変更することがあります。

☆ 途中入会者の、傷害保険は入会翌月から適用となります。

☆ 会場の準備、片付けは参加者全員で行いましょう。

☆ バドミントン会場でニュースポーツが行われる可能性がある場合 は、バドミントン等と表記します。


