
平成２４年５月

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

橋北 絵手紙サークル 琴穂会　　★ 健康体操ｻｰｸﾙ「軽カル」 琴穂会　　★ ゆずの会　　★
　第２・４週　（１０：００～） 　〔大正琴〕 　〔矯正体操〕 　〔大正琴〕 　〔料理〕

　調理室 　第２週　（９：３０～） 　月４回　　　（１０：００～） 　第１・３週　（９：３０～） 　第３週　（８：３０～）

　㈹藤林　　TEL３３２－０１１２ 　会議室 　会議室 　会議室 　調理室

　㈹森　　TEL３３１－８０４６ 　㈹豊田　　TEL３３１－２７１７ 　㈹森　　TEL３３１－８０４６ 　㈹加藤　　TEL３３２－３６１３

ヨーガ愛好会　　★ ビバ･橋北 太極拳　　★
　毎週　　　（１０：００～） 　〔ストレッチ・八段錦・太極拳２４式〕

　会議室 　毎週　　　（１０：００～）

　㈹水越　　TEL３３１－８３７３ 　会議室

　㈹南川　　TEL３３１－１７２３

三重岳風吟道会　　 橋北つくし会　★ 橋北囲碁クラブ　　★ 彩の会　　
　〔詩吟〕 　〔水墨画〕 　毎週　　　（１３：００～） 　〔日舞〕

　月４回　　　（１３：３０～） 　月２回　（１３：００～） 　和室 　月４回　　　（１３：００～）

　和室 　調理室 　㈹高波　　TEL３３１－３５６５ 　和室

　㈹伊藤　　TEL３３１－８６５２ 　㈹浜口　　TEL３３１－１８５４ 　㈹谷口　　TEL３３１－６３０９

将棋愛好会　　★ どんぐりの会
　毎週　（１３：００～） 〔絵画〕

　和室 第２・４週　(１３：３０～）

　㈹伊藤　　TEL３３１－８１０８ 会議室

　㈹宇佐美　　TEL３３１－４４０６

橋北写真倶楽部　　 たのしいヨーガ　　★ 母子寡婦福祉協議会華道部
　最終週　　（１９：００～） 　毎週　（1９:００～） 　最終週　（１８：３０～）

　調理室 　調理室又は会議室 　調理室

　㈹春日谷　　TEL３３１－９５６１ 　㈹山本　　TEL３３１－５０９０ 　㈹杉本　　TEL３３１－８２０５

★印はビバ・橋北 加盟団体
橋北地区市民センター利用サークル一覧表
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 裏面もごらんください。

　あなたも何か始めてみませんか？

　 橋北地区市民センターで活動している
　サークルを紹介します。問い合わせは
　直接表記の代表者か、センターまでお
　願いします。
　　　（橋北センター TEL３３１－３７８７）

センター内



橋北地区内施設利用サークル一覧表

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

　月曜～土曜　（６：３０～）グラウンド　　㈹加納　TEL３３１－１５１８ イルカクラブ　★

東橋北ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ★ ビバ･ソフトバレ－★ イルカクラブ　★ 　〔グラウンドゴルフ〕

　毎週　（１９：３０～） 　毎週木土　（１９：３０～） 　毎週土日　（８：００～） 　毎週土日　（８：００～）

　体育館 　体育館　 橋北綾合唱団　  ★ 　グラウンド

　㈹林 夜TEL３３１‐５３８６  ㈹川添 ０８０-３０６６-５０７０ 　〔合唱〕 　㈹伊藤 TEL３３１‐３２９７

　　　　 昼TEL３３１‐４７９３ 　第２・４　（１３：３０～）

　小ホール

　㈹鈴木 TEL３３３‐３０９０

ビバ･ソフトバレ－★

　毎週木土　（１９：３０～）

橋北ＦＣ　★ 橋北ＦＣ　★ スマシュ　★   ファインズ ファインズ
　〔フットサル〕　サッカー少年団 　〔フットサル〕　フットボールクラブ　〔卓球〕  〔バレーボール＆ソフトバレー〕  〔バレーボール＆ソフトバレー〕

　毎週　（１９：００～） 　毎週　（１９：００～） 　毎週　（１９：００～） 　毎週木土　（１９：１０～） 　毎週木土　（１９：１０～）

　体育館　 　体育館　 　体育館　 　体育館　 　体育館　

　㈹塚脇 ＴＥＬ３３１‐４２３１ 　㈹塚脇 ＴＥＬ３３１‐４２３１ ㈹髙橋 ０９０‐７６９７‐１８１６ ㈹髙橋 ０９０‐７６９７‐１８１６

橋北ファイティン　★ パドルテニス部　★ 西橋北卓球部　★ Detelina  ★ 橋北ヤンキーズ　
 〔バレーボール〕 　〔室内テニス〕 　毎週　（１９：００～） 　〔新体操〕  〔ソフトボール〕 グラウンド

　毎週　（１９：００～） 　平日毎週（１９：００～） 　体育館　 　不定期（９：００～）  第１･２･３･５週（８：００～）
　体育館　 　体育館　   ㈹須原 ＴＥＬ３３１‐７５０３ 　体育館  ㈹諸岡 ＴＥＬ３３１‐３７２７

　㈹塚田 ＴＥＬ３３３‐７４４７   ㈹清水 ＴＥＬ３３１‐１８７６  ㈹安
ア

福
ブク

０８０-３６８９-０２２４

泰洲流詩吟朗詠会　 ハイビスカス・滝川　★ 西橋北華道部 フレンズ　 フラメンコ エルモサ 脊椎,骨盤,姿勢 矯正体操

　第１･２･３週　（１９：３０～）　〔フラダンス〕 　第１・３週　（１３：００～） 　〔フォークダンス〕 　毎週金　（１１：００～） 〔ストレッチ体操〕

  ㈹渡邉 ＴＥＬ３３２‐１５２０　　第１・３・４週（１９：００～） 　㈹小林 ＴＥＬ３３１‐４２１８ 　第１～４週　（１０：００～） 　毎週水　（１８：００～） 　毎週　（２０：００～）

　㈹諸岡 ＴＥＬ３３１‐２０５０ 大正琴 （光）　 　㈹仲井 ＴＥＬ３３１‐４３３２ 　㈹矢島 ＴＥＬ３３１‐３３９２

シャルウィダンス　★ 　第２・４週　（１４：００～） あおぎり会　★

　〔社交ダンス〕  ㈹伊藤 ＴＥＬ３３２‐１６４３ 　〔歌謡舞踊〕

　毎週　（１９：３０～） ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ ﾄﾞﾛｯﾌﾟ 　第１・２・３週 （１９：３０～）

  ㈹伊藤 ＴＥＬ３３１‐８５８９ 　月４回　（１０：００～） 　㈹矢田 ＴＥＬ３３１‐５８５８

  ㈹橋本 ＴＥＬ３３１‐１６０５

西橋北ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ部★ 高浜手芸愛好会　 西橋北ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ部★ 西橋北ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ部★

毎週火木土日 （９：３０～） 　第１・３週　（１３：００～） 毎週火木土日 （９：３０～） 毎週火木土日 （９：３０～）

　真生グラウンド 　高浜集会所 　真生グラウンド 　真生グラウンド

　㈹古賀ＴＥＬ３３３‐６８３４ 　㈹寺本 ＴＥＬ３３１‐２０９５ 　㈹古賀ＴＥＬ３３３‐６８３４ 　㈹古賀ＴＥＬ３３３‐６８３４

西橋北ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ部★

毎週火木土日 （９：３０～）

　　橋北地区（センター以外）で活動しているサークルを紹介します。問い合わせは直接下記の場所か
代表者までお願いします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★印はビバ・橋北 加盟団体

東  橋  北  ラ  ジ  オ  体  操  会 　★

     さ る び あ 友 の 会    ★        〔グラウンドゴルフ〕　  毎日　（９：００～）　　三滝公園　　㈹竹田　ＴＥＬ３３１‐４２５３

　 　みたきＧＧ愛好会    ★      〔グラウンドゴルフ〕　  毎日　（１３：００～）　三滝公園　　㈹山本　ＴＥＬ０９０－２１３１－７４９２
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 裏面もごらんください。 発行　橋北地区市民センター


