
1 木 第1期いきいき健康操体教室④
（半面）　9-13

第1期体幹トレーニング教室④　10-12
第1期キッズチャレンジ体操教室④
（小学生）　16-18

第1期木曜午後フラダンス入門教室④
14-16
ハピネス　19-21

第1期木曜午後フラダンス入門教室④
14-16

2 金 第1期キッズ運動能力向上教室⑥
（1/4面）　16-18

第1期ダンスダイエット教室④　10-12
第1期金曜午後ヨガ入門教室④　13-16
第1期金曜夜間ヨガ入門教室④　19-22

第1期ダンスダイエット教室④　10-12
第1期金曜午後ヨガ入門教室④　13-16
第1期金曜夜間ヨガ入門教室④　19-22

3 土 豊見城市バスケットボール大会
（設営）　19-22

4 日 豊見城市バスケットボール大会　8-17

5 月 自主事業イベント　15-22
第1期キッズチャレンジ体操教室⑥
（幼児）　15-17

第1期月曜午前ヨガ入門教室⑥　10-12
ウェルチェアラグビー調整会議　15-17
第1期月曜夜間ヨガ入門教室⑥　19-22

第1期月曜午前ヨガ入門教室⑥　10-12
ウェルチェアラグビー調整会議　15-17
第1期月曜夜間ヨガ入門教室⑥　19-22

6 火

7 水
第1期午前バドミントン入門教室⑤（1/4面）　10-12
第1期キッズサッカー入門教室⑤（1/4面）　16-19
第1期夜間バドミントン入門教室⑤（1/4面）　19-22

第1期水曜午前ヨガ入門教室⑤　10-12
第1期ズンバ教室⑤
第1期ピラティス入門教室⑤　14-16
第1期水曜夜間フラダンス教室⑤　19-22

第1期水曜午前ヨガ入門教室⑤　10-12
第1期ズンバ教室⑤
第1期ピラティス入門教室⑤　14-16
第1期水曜夜間フラダンス教室⑤　19-22

8 木
第1期いきいき健康操体教室⑤
（半面）　9-13
第43回島尻地区夏季
バスケットボール大会　17-22

第1期体幹トレーニング教室⑤　10-12
第1期キッズチャレンジ体操教室⑤
（小学生）　16-18

第1期木曜午後フラダンス入門教室⑤
14-16
ハピネス　19-21

第1期木曜午後フラダンス入門教室⑤
14-16

9 金 第43回島尻地区夏季
バスケットボール大会　8-22

第43回島尻地区夏季
バスケットボール大会　8-14

第43回島尻地区夏季
バスケットボール大会　8-22

第43回島尻地区夏季
バスケットボール大会　8-22

10 土 第43回島尻地区夏季
バスケットボール大会　8-22

第43回島尻地区夏季
バスケットボール大会　8-16

第43回島尻地区夏季
バスケットボール大会　8-22

第43回島尻地区夏季
バスケットボール大会　8-22

11 日
第43回島尻地区夏季
バスケットボール大会　8-18
０リーグ　18-22

第43回島尻地区夏季
バスケットボール大会　8-16

第43回島尻地区夏季
バスケットボール大会　8-18

第43回島尻地区夏季
バスケットボール大会　8-18
フラダンスの練習　20-22

12 月 第1期キッズチャレンジ体操教室⑦
（幼児）　15-17

第1期月曜午前ヨガ入門教室⑦　10-12
ラジオ体操調整会議　12-19
第1期月曜夜間ヨガ入門教室⑦　19-22

第1期月曜午前ヨガ入門教室⑦　10-12
ダンス練習　14-16
第1期月曜夜間ヨガ入門教室⑦　19-22

13 火

14 水
第1期午前バドミントン入門教室⑥（1/4面）　10-12
第1期キッズサッカー入門教室⑥（1/4面）　16-19
第1期夜間バドミントン入門教室⑥（1/4面）　19-22

第1期水曜午前ヨガ入門教室⑥　10-12
第1期ズンバ教室⑥
第1期ピラティス入門教室⑥　14-16
第1期水曜夜間フラダンス教室⑥　19-22

第1期水曜午前ヨガ入門教室⑥　10-12
第1期ズンバ教室⑥
第1期ピラティス入門教室⑥　14-16
第1期水曜夜間フラダンス教室⑥　19-22

15 木 第1期いきいき健康操体教室⑥
（半面）　9-13

第1期体幹トレーニング教室⑥　10-12
第1期キッズチャレンジ体操教室⑥
（小学生）　16-18

ラジオ体操会議　9-14
第1期木曜午後フラダンス入門教室⑥
14-16
ハピネス　19-21

ラジオ体操会議　9-14
第1期木曜午後フラダンス入門教室⑥
14-16
ハウオリズ　20-22

16 金
第1期キッズ運動能力向上教室⑦
(1/4面）16-18
おきぎんカトレアカップ
九州ママさん大会　20-22

自主事業イベント　16-18
第1期ダンスダイエット教室⑤　10-12
第1期金曜午後ヨガ入門教室⑤　13-16
第1期金曜夜間ヨガ入門教室⑤　19-22

第1期ダンスダイエット教室⑤　10-12
第1期金曜午後ヨガ入門教室⑤　13-16
第1期金曜夜間ヨガ入門教室⑤　19-22

17 土 おきぎんカトレアカップ
九州ママさん大会　7-22

おきぎんカトレアカップ
九州ママさん大会　9-22

おきぎんカトレアカップ
九州ママさん大会　9-22

18 日 おきぎんカトレアカップ
九州ママさん大会　7-17

ナーレイ　アロハ　カマカニ　13-17
おきぎんカトレアカップ
九州ママさん大会　9-17

おきぎんカトレアカップ
九州ママさん大会　9-17
フラダンスの練習　20-22

19 月 第1期キッズチャレンジ体操教室⑧
（幼児）　15-17

第1期月曜午前ヨガ入門教室⑧　10-12
ラジオ体操調整会議　12-19
第1期月曜夜間ヨガ入門教室⑧　19-22

第1期月曜午前ヨガ入門教室⑧　10-12
ダンス練習　14-16
第1期月曜夜間ヨガ入門教室⑧　19-22

20 火

21 水
第1期午前バドミントン入門教室⑦（1/4面）　10-12
ジェイテクト　12-16
第1期キッズサッカー入門教室⑦（1/4面）　16-19
第1期午前バドミントン入門教室⑦（1/4面）　19-22

第1期水曜午前ヨガ入門教室⑦　10-12
第1期ズンバ教室⑦
第1期ピラティス入門教室⑦　14-16
第1期水曜夜間フラダンス教室⑦　19-22

第1期水曜午前ヨガ入門教室⑦　10-12
第1期ズンバ教室⑦
第1期ピラティス入門教室⑦　14-16
第1期水曜夜間フラダンス教室⑦　19-22

22 木 第1期いきいき健康操体教室⑦
（半面）　9-13

第1期体幹トレーニング教室⑦　10-12
第1期キッズチャレンジ体操教室⑦
（小学生）　16-18

トミトラス会議　9-13
第1期木曜午後フラダンス入門教室⑦
14-16
ハウオリズ　20-22

トミトラス会議　9-13
第1期木曜午後フラダンス入門教室⑦
14-16
ハピネス　19-21

23 金 豊見城市バレーボール教会　9-13
バスケット講習会　13-21

24 土 第37回全日本バレーボール
小学生大会県予選大会　9-22

極真会館　9-17
第37回全日本バレーボール
小学生大会県予選大会　9-22

第37回全日本バレーボール
小学生大会県予選大会　9-22

25 日 第37回全日本バレーボール
小学生大会県予選大会　9-17

極真会館　9-17
第37回全日本バレーボール
小学生大会県予選大会　9-17

第37回全日本バレーボール
小学生大会県予選大会　9-17
フラダンスの練習　20-22

26 月 おなが認定こども園（交流会）
（半面）　10-13

第1期キッズチャレンジ体操教室⑨
（幼児）　15-17

第1期月曜午前ヨガ入門教室⑨　10-12
第1期月曜夜間ヨガ入門教室⑨　19-22

第1期月曜午前ヨガ入門教室⑨　10-12
ダンス練習　14-16
第1期月曜夜間ヨガ入門教室⑨　19-22

27 火

28 水
第1期午前バドミントン入門教室⑧（1/4面）　10-12
第1期キッズサッカー入門教室⑧（1/4面）　16-19
第1期夜間バドミントン入門教室⑧（1/4面)　19-22

第1期水曜午前ヨガ入門教室⑧　10-12
第1期ズンバ教室⑧　13-14
第1期ピラティス入門教室⑧　14-16
第1期水曜夜間フラダンス教室⑧　19-22

第1期水曜午前ヨガ入門教室⑧　10-12
第1期ズンバ教室⑧　13-14
第1期ピラティス入門教室⑧　14-16
第1期水曜夜間フラダンス教室⑧　19-22

29 木 第1期いきいき健康操体教室⑧
（半面）　9-13

第1期体幹トレーニング教室⑧　10-12
第1期キッズチャレンジ体操教室⑧
（小学生）　16-18

第1期木曜午後フラダンス入門教室⑧
14-16
ハウオリズ　20-22

トミトラス会議　9-13
第1期木曜午後フラダンス入門教室⑧
14-16
ハピネス　19-21

30 金
おなが認定こども園（交流会）
（半面）　10-13
第1期キッズ運動能力向上教室⑧
（1/4面）　16-18

第1期ダンスダイエット教室⑥
第1期金曜午後ヨガ入門教室⑥　13-16
第1期金曜夜間ヨガ入門教室⑥　19-22

第1期ダンスダイエット教室⑥
第1期金曜午後ヨガ入門教室⑥　13-16
第1期金曜夜間ヨガ入門教室⑥　19-22

　

※5月21日現在の行事予定です。変更になる場合がありますので、体育館受付（０９８－８５０－１５５０）にて確認して下さい。

休　館　日

休　館　日

休　館　日

休　館　日

　　　平成２９年６月　行事予定表

日
付

曜
日 メインアリーナ サブアリーナ 多目的室① 多目的室② トレーニング室


