
月

午前)はつらつ普及会 会１

終日)囲碁・将棋　  囲碁室
　　　　マージャン　　 会３

午後)はつらつ普及会 大広間
　　　　百人一首 和室

3
午前)タブレット 大広間 午前)カラオケ 大広間　 終日)囲碁・将棋　 囲碁室 午前)ゲーム愛好会 和室 午前)新舞踊 和室 午前)社協 会１
　　　  現代 会1        ワーカーズ 会１ 　　　　マージャン     会３ 　　　　中津老連 会2

　　　　桜花会 会２ 終日)囲碁・将棋　　　　 囲碁室 終日)囲碁・将棋 囲碁室 　　　　なでしこ 和室
終日)囲碁・将棋　 囲碁室        三の会 和室 午後)ICTA 会１ 　　　　マージャン　　　　 会３ 　　　　マージャン 会３
　　　  マージャン 会３ 終日)囲碁・将棋　    囲碁室 終日)囲碁・将棋　  囲碁室
　　　 地域 会２ 　　　　マージャン     会３ 午後)ネット会議 会１ 午後)平田体操　 　　　 大広間 　　　　マージャン　　 会３

午後)ＳＡ歌体操 大広間 　　　　手芸　　 　　　　 和室 　　　　シニアネット 会１
午後)シニアカレッジ 大広間 　　　　民謡 会２ 　　　　詩吟 会２ 午後)カラオケ広場 大広間

　　　　茨木童子 和室 　　　　百人一首 和室

10
終日)囲碁・将棋　 囲碁室 午前)はつらつ運動 大広間 午前)若手 会１ 午前)新舞踊 和室 終日)シニアカレッジ　 大広間
　　　  マージャン 会３ 　　　　若手 会１ 　　　　ゲーム愛好会 和室 　 （アクティブフェスタ準備） 会１
　　　  マージャン大会 大広間 終日)囲碁・将棋　　　　　 囲碁室 会2

終日)囲碁・将棋      囲碁室 終日)囲碁・将棋 　      囲碁室 　　　　マージャン       会３ 会３
　　　　マージャン     会３ 　　　  マージャン 会３ 　　　　はつらつ運動 大広間 和室

午後)なかよし 大広間
午後) ICTA　　　 会１ 　　　　三の会 会１ 午後)詩吟 会２
　　　　 茶道 和室 　　　　桜花会 会２ 　　　　市老連 会１

　　　　手芸　　 　　　　 和室

17
終日)シニアカレッジ　 大広間 午前)カラオケ 大広間　 午前)桜花会 会２ 午前)はつらつ研修 会１ 午前)社協 会１ 午前)なでしこ 和室
　 （アクティブフェスタ2019）会１        三の会 和室 　　　　ゲーム愛好会 和室 　　　　ＩＣＴＡ 会２

会2 終日)囲碁・将棋      囲碁室 　　　　新舞踊 和室 終日)囲碁・将棋　  囲碁室
会３ 終日)囲碁・将棋　    囲碁室 　　　　マージャン     会３ 終日)囲碁・将棋 　      囲碁室 終日)囲碁・将棋　　　　　 囲碁室 　　　　マージャン　　 会３
和室 　　　　マージャン     会３ 　　　  マージャン 会３ 　　　　マージャン       会３ 　　　　ブリリアント 大広間

午後) ICTA　　　 会１ 午後)平田体操　 　　　 大広間
午後)リズム＆ステップ 大広間 午後)カレッジ正副 会１ 　　　　市老連若手 会１ 午後)百人一首 和室
　　　　茨木市検査室 会１ 　　　　桜花会 会２ 　　　　詩吟 会２
　　　　民謡 会２ 　　　　手芸　　 　　　　 和室

24
午前)カラオケ 大広間　 午前)はつらつ運動 大広間 午前)ゲーム愛好会 和室 午前)ＩＣＴＡ 会２ 終日)囲碁・将棋　  囲碁室
       三の会 和室 　　　　新舞踊 和室 　　　　マージャン　　 会３

終日)囲碁・将棋      囲碁室 終日)囲碁・将棋 　      囲碁室
終日)囲碁・将棋　      囲碁室 　　　　マージャン     会３ 　　　  マージャン 会３ 終日)囲碁・将棋　　　　　 囲碁室 午後)百人一首 和室
　　　　マージャン      会３ 　　　　マージャン       会３

午後)なかよし 大広間 午後)カラオケ広場 大広間 　　　　はつらつ運動 大広間
午後)大池悠生会 大広間         ICTA 会１
　　　　カレッジ理事 会１ 　　　　 楽悠 会２ 午後)詩吟 会２

　　　　 茶道 和室
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