
リトル滝上

(16:30～19:00)

サッカー少年団

(17:30～19:00)

　

リトル滝上

(8:30～15:00)

　

滝中野球部

(8:00～12:00)

　

　 　

　 　

リトル滝上

(16:30～19:00)

　

サッカー少年団

(17:30～19:00)

　

リトル滝上

(16:30～19:00)

　

サッカー少年団

(8:30～12:00)

　 　

　

サッカー少年団

(17:30～19:00)

　

リトル滝上

(16:30～19:00)

　

サッカー少年団

(17:30～19:00)

　

リトル滝上

(16:30～19:00)

　

サッカー少年団

(8:30～12:00)

　開　  　放

ソフトテニス

（19:30～21:30）

開　  　放

サッカー少年団

(17:30～19:00)

サッカー一般

(19:30～21:30)

開　  放開　  放

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

（19:00～21:30）

リトル滝上

（17:30～19:00）

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(ﾏﾏさん)

（19:00～21:30）

開　  放

エンジェルス

(19:30～21:30)

サッカー少年団

(8:30～12:00)

柔道少年団

（18:00～19:30）

開   　放

リトル滝上

(16:30～19:00)

開　  放

開　  放

柔道少年団

（18:00～19:30）

スキー少年団

（19:30～21:00）

リトル滝上

(16:30～19:00)

サッカー少年団

(17:30～19:00)

サッカー一般

(19:30～21:30)

エンジェルス

(19:30～21:30)

開　  放

スキー少年団

（19:30～21:00）

サッカー少年団

（17:30～19:00）

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

（19:00～21:30）

ちびっこｻｯｶｰ教室

（17:30～18:30）

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

（19:00～21:30）

 トランポリン少年団

（18:00～20:00）

ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ-般

(20:00-21:30）

サッカー少年団

（17:30～19:00）

ﾐﾆﾊﾞﾚｰを楽しむ会

（10:00～12:00）

開　    　放

MB少年団

（17:30～19:00）

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

（19:00～21:30）

ゲートボール協会

（8:30～12:00）

グラウンドゴルフ協会

（13:00～16:00）

ちびっこｻｯｶｰ教室

（17:30～18:30）

リトル滝上

(16:30～19:00)

エンジェルス

(19:30～21:30)

開　  放

開　  放

開　  放

ﾐﾆﾊﾞﾚｰを楽しむ会

（10:00～12:00）

開　    　放

MB少年団

（17:30～19:00）

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

（19:00～21:30）

開　  放

リトル滝上

(16:30～19:00)

エンジェルス

(19:30～21:30)

開　  放

グラウンドゴルフ協会

（13:00～16:00）

開　    　放

MB少年団

（17:30～19:00）

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

（19:00～21:30）

サッカー少年団

（8:30～12:00）

開　    　放

開　  　　放 開　    　放

曜曜曜曜

開　  　　放 開　    　放

土土土土

午後午後午後午後　　　　13131313::::00000000～～～～17171717::::00000000

ゲートボール協会

（8:30～12:00）

グラウンドゴルフ協会

（13:00～16:00）

開　  　　放

ﾐﾆﾊﾞﾚｰを楽しむ会

（10:00～12:00）

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾄﾚｰﾆﾝｸﾄﾚｰﾆﾝｸﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ゙゙゙室室室室

開　  　放

トランポリン少年団

（18:00～21:30）

柔剣道場柔剣道場柔剣道場柔剣道場

開　  放

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

（19:00～21:30）

開　  放

柔道少年団

（18:00～19:30）

スキー少年団

（19:30～21:00）

4444

土土土土

ゲートボール協会

（8:30～12:00）

火火火火

水水水水

金金金金

5555

ゲートボール協会

（8:30～12:00）

サッカー少年団

（8:30～12:00）

開　  　　放

11111111

12121212

8888

9999

10101010

6666 月月月月

7777

木木木木

3333

1111 水水水水

2222 木木木木

金金金金

水水水水

開　    　放

グラウンドゴルフ協会

（13:00～16:00）

日日日日

火火火火

日日日日

開　    　放

開　    　放

ゲートボール協会

（8:30～12:00）

ﾐﾆﾊﾞﾚｰを楽しむ会

（10:00～12:00）

17171717

18181818 土土土土

金金金金

JA年金友の会ゲートボール大会

（8:30～13:00）

13131313 月月月月

14141414

15151515

16161616 木木木木

開　  放

開　  放

開　  放

休休休休　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　館館館館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日日日日

開　  　　放 開　    　放

開　  　　放 開　    　放

開　    　放

ﾐﾆﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

(19:00-21:30）

開　  　放

トランポリン少年団

（18:00～21:30）

開　  放

MB少年団

（17:30～19:00）

開　  　　放 開　    　放

開　  　　放

ﾐﾆﾊﾞﾚｰを楽しむ会

（10:00～12:00）

ゲートボール協会

（8:30～12:00）

グラウンドゴルフ協会

（13:00～16:00）

ﾐﾆﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

(19:00-21:30）

開　    　放

サッカー少年団

（17:30～19:00）

開　  　　放

多多多多　　　　目目目目　　　　的的的的

グラウンドグラウンドグラウンドグラウンド

室室室室　　　　　　　　　　　　内内内内

グラウンドグラウンドグラウンドグラウンド

スポーツセンタースポーツセンタースポーツセンタースポーツセンター

休休休休　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　館館館館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日日日日

ゲートボール協会

（8:30～12:00）

グラウンドゴルフ協会

（13:00～16:00）

開　  放 開　  放

開　  放

スポーツスポーツスポーツスポーツ公園公園公園公園　　　　利用予定表利用予定表利用予定表利用予定表

野球場野球場野球場野球場日日日日 アリーナアリーナアリーナアリーナ

午前午前午前午前　　　　8888::::30303030～～～～13131313::::00000000 夜間夜間夜間夜間　　　　17171717::::00000000～～～～21212121::::30303030

２５２５２５２５年年年年５５５５月月月月

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(ﾏﾏさん)

（19:00～21:30）

ゲートボール協会

（8:30～12:00）

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(ﾏﾏさん)

（19:00～21:30）

ゲートボール協会

（8:30～12:00）

グラウンドゴルフ協会

（13:00～16:00）

開　  　放

サッカー少年団

（17:30～19:00）

ﾐﾆﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

(19:00-21:30）

開　  　放

ゲートボール協会

（8:30～12:00）

トランポリン少年団

（18:00～21:30）

ちびっこｻｯｶｰ教室

（17:30～18:30）

柔道少年団

（18:00～19:30）

スキー少年団

（19:30～21:00）

開　  放

スキー少年団

（19:30～21:00）

柔道少年団

（18:00～19:30）

スキー少年団

（19:30～21:00）

開　    　放

MB少年団

（17:30～19:00）

ﾐﾆﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

（19:00～21:30）

開　    　放

開　    　放

開　    　放

開　  　放

ソフトテニス

（19:30～21:30）

開　  　　放 開　    　放

開　  　　放 開　    　放

開　    　放

開　    　放

グラウンドゴルフ協会

（13:00～16:00）

開　  　　放 開　    　放

グラウンドゴルフ協会

（13:00～16:00）

ゲートボール協会

（8:30～12:00）

エンジェルス

(19:30～21:30)

開　  放

サッカー少年団

(17:30～19:00)

サッカー一般

(19:30～21:30)

開　  放

スキー少年団

（19:30～21:00）

開　  放

開　  放

開　  放開　  放

開　  　放 開   　放

サッカー少年団

(17:30～19:00)

サッカー一般

(19:30～21:30)

柔道少年団

（18:00～19:30）

リトル滝上

(16:30～19:00)

開　  放

開　  放

スキー少年団

（19:30～21:00）

スキー少年団

（19:30～21:00）

サッカー少年団

(8:30～12:00)

開　  放

開　  放



曜曜曜曜

午後午後午後午後　　　　13131313::::00000000～～～～17171717::::00000000

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾄﾚｰﾆﾝｸﾄﾚｰﾆﾝｸﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ゙゙゙室室室室柔剣道場柔剣道場柔剣道場柔剣道場

多多多多　　　　目目目目　　　　的的的的

グラウンドグラウンドグラウンドグラウンド

室室室室　　　　　　　　　　　　内内内内

グラウンドグラウンドグラウンドグラウンド

スポーツセンタースポーツセンタースポーツセンタースポーツセンター

スポーツスポーツスポーツスポーツ公園公園公園公園　　　　利用予定表利用予定表利用予定表利用予定表

野球場野球場野球場野球場日日日日 アリーナアリーナアリーナアリーナ

午前午前午前午前　　　　8888::::30303030～～～～13131313::::00000000 夜間夜間夜間夜間　　　　17171717::::00000000～～～～21212121::::30303030

２５２５２５２５年年年年５５５５月月月月

　 　

　 　

サッカー少年団

(17:30～19:00)

　

リトル滝上

(16:30～19:00)

　

サッカー少年団

(17:30～19:00)

　

リトル滝上

(16:30～19:00)

　

サッカー少年団

(8:30～12:00)

　

　 　

　 　

サッカー少年団

(17:30～19:00)

　

リトル滝上

(16:30～19:00)

　

サッカー少年団

(17:30～19:00)

　

リトル滝上

(16:30～19:00)

　

サッカー少年団

(8:30～12:00)

開   　放

サッカー少年団

(17:30～19:00)

サッカー一般

(19:30～21:30)

サッカー少年団

(17:30～19:00)

開　  放

女性の体づくり

セミナー

（10:00～12:00）

開　  放

サッカー一般

(19:30～21:30)

リトル滝上

(16:30～19:00)

エンジェルス

(19:30～21:30)

開　  放

開　  　　放 開　    　放

ちびっこｻｯｶｰ教室

（17:30～18:30）

ﾐﾆﾊﾞﾚｰを楽しむ会

（10:00～12:00）

開　    　放

MB少年団

（17:30～19:00）

MB少年団

（17:30～19:00）

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

（19:00～21:30）

開　  　　放

サッカー少年団

(17:30～19:00)

サッカー一般

(19:30～21:30)

開　  放

スキー少年団

（19:30～21:00）

開　  　放

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

（19:00～21:30）

開　  放

柔道少年団

（18:00～19:30）

柔道少年団

（18:00～19:30）

開　  放

開　  放

健康ｼｬｷｯﾄ体操

（8:30～12:30）

開　  　放

ﾐﾆﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

(19:00-21:30）

開　放

開　放

ソフトテニス

（19:30～21:30）

開　  　　放 開　    　放

※ゲートボール協会　(雨天時のみ)

（8:30～17:00）

開　  　　放 開　    　放

開　    　放

開　    　放

開　  　　放

ﾐﾆﾊﾞﾚｰを楽しむ会

（10:00～12:00）

開　    　放

ちびっこｻｯｶｰ教室

（17:30～18:30）

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(ﾏﾏさん)

（19:00～21:30）

休休休休　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　館館館館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日日日日

開　    　放

開　    　放

開　  放

開　    　放

開　  　放

トランポリン少年団

（18:00～21:30）

月月月月20202020

日日日日

土土土土

23232323 木木木木

25252525

24242424 金金金金

22222222

火火火火

19191919

開　  　　放

     ※　「開放」時の空き状況等につきましては、利用当日、スポーツセンター（℡２９－４５０５）までお問い合わせ下さい。

ﾐﾆﾊﾞﾚｰを楽しむ会

（10:00～12:00）

開　    　放

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(ﾏﾏさん)

（19:00～21:30）

開　  放

開　    　放

リトル滝上

(16:30～19:00)

エンジェルス

(19:30～21:30)

30303030 木木木木

29292929 水水水水

21212121

水水水水

     ※　４月２５日現在の予定表です。

26262626 日日日日

開　    　放

開　    　放開　  　　放

27272727 月月月月

28282828 火火火火

開　  　　放

MB少年団

（17:30～19:00）

開　  　放

開　    　放

リトル滝上

（17:30～19:00）

31313131 金金金金

開　  　　放

体力テスト(小学生)

(17:00～20:00)

サッカー少年団

（17:30～19:00）

開　    　放

開　  　　放 開　    　放

開　  　　放

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

（19:00～21:30）

開　  　　放

開　  　　放

 トランポリン少年団

（18:00～20:00）

ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ-般

(20:00-21:30）

サッカー一般

(19:30～21:30)

 トランポリン少年団

（18:00～20:00）

ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ-般

(20:00-21:30）

リトル滝上

(16:30～19:00)

エンジェルス

(19:30～21:30)

サッカー少年団

(17:30～19:00)

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

（19:00～21:30）

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

（19:00～21:30）

サッカー少年団

（17:30～19:00）

ﾐﾆﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

(19:00-21:30）

開　  放

開　  放開　  放

開　  放

トランポリン少年団

（18:00～21:30）

サッカー少年団

（17:30～19:00）

休休休休　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　館館館館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日日日日

開　  　　放

開　  放

開　  放

開　  　　放

サッカー少年団

（17:30～19:00）

開　    　放

開　  　　放 開　    　放

ﾐﾆﾊﾞﾚｰを楽しむ会

（10:00～12:00）

開　    　放

柔道少年団

（18:00～19:30）

スキー少年団

（19:30～21:00）

開　  放 開　  放

エンジェルス

(19:30～21:30)

リトル滝上

(16:30～19:00)

開　  放

柔道少年団

（18:00～19:30）

スキー少年団

（19:30～21:00）

柔道少年団

（18:00～19:30）

スキー少年団

（19:30～21:00）

滝上町ホームペードアドレス

http://www.town.takinoue.hokkaido.jp/

柔道少年団

（18:00～19:30）

開　  放

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

（19:00～21:30）

     ※　団体使用、貸し館等、確定している場合は事前にお知らせ下さい。


