
日 曜 室名 9：00～11：00 11：00～13：00 13：00～15：00 15：00～17：00 17：00～19：00 19：00～21：00
小体育室 木曜会 一心会

武道室 秋桜　社交ダンス 太極拳いちにの会

健相室 ピラティス・サークル

小体育室 Ｗ会 とびうめクラブ ＪＯＹ　ＤＯＬＬ

武道室 秋桜　社交ダンス 木犀ダンス会

健相室 華麗太極拳教室 実践体育学　SGM サザンドール★Kego

小体育室
武道室 太極拳中央クラブ

健相室 ハッピーモンキーズ

小体育室
武道室 陳氏太極拳協会　博多第一教室

健相室 白水　詩織 バトンプレイス

小体育室
武道室
健相室

小体育室
武道室 ＰＵＲＥ　ＤＡＮＣＥ

健相室 福岡鞭杆の会 ：Ｄａｗｇ

小体育室 ピヨピヨ卓球クラブ

武道室 ハートフルクラブ 太極拳サークル　藤の会 太極拳愛好会・百道 パワーヨガ教室

健相室 ラクラクトレーニング　月曜 エアロビクス月曜クラス NPO法人ステップ21 ＹＵＭＩ　ＪＡＺＺ WHS

小体育室 ラージボール金曜会 火曜会 Bam☆　ｂoo 太極拳いちにの会

武道室 一心会 ボクシングエクササイズ　Ⅰ

健相室 ハートフル体操 ピラティス・サークル

小体育室 Ｗ会 とびうめクラブ 株式会社オオバ野球部 福岡日中文化センター

武道室 ピラティス教室 木犀ダンス会 サザンドール★Kego 株式会社オオバ野球部

健相室 華麗太極拳教室 実践体育学　SGM 体幹　美クササイズ

小体育室 木曜会 つぼみ会

武道室 ハタヨガサロン１ 中央なぎなたクラブ 卓笑会 幼児運動教室 春 Ｗｏｒｋｓ　ＲＧ　ＦＵＫＵＯＫＡ 市レクＦＤ部会　夜間教室

健相室 ラクラクトレーニング　木曜 エナジー

小体育室 空手道　武流会

武道室 フォークダンス「すみれ会」 チャレンジャー ＪＯＹ　ＤＯＬＬ 中国武術精武会

健相室 エアロビクスHOT 金曜の会 ビューティフルフラ　ピカケ

小体育室
武道室 実践体育　赤坂教室 彩乃会

健相室 美Body☆Time教室 Ｈｏｔ　Ｆｅｅｔ　ＬＩＮＤＹ ラクラクトレーニング　土曜 太極拳すこやかクラブ 男塾 信愛会

小体育室
武道室
健相室

小体育室 ピヨピヨ卓球クラブ あぶりーつ

武道室 ハートフルクラブ 太極拳サークル　藤の会 藤崎クラブ パワーヨガ教室

健相室 ラクラクトレーニング　月曜 エアロビクス月曜クラス WHS

小体育室 火曜会 福岡大學武道空手部

武道室 一心会 ボクシングエクササイズ　Ⅰ

健相室 陳氏太極拳協会　博多第一教室

小体育室 Ｗ会 とびうめクラブ 陳氏太極拳倶楽部

武道室 ピラティス教室 ヨガ　Ｒｅｊｏｙ　ｓｔｙｌｅ アクティブ　社交ダンス 木犀ダンス会 ＪＯＹ　ＤＯＬＬ 中国武術　青藍拳社

健相室 華麗太極拳教室 実践体育学　SGM ＺＵＭＢＡ　ＧＯＬＤ教室 福岡日中文化センター

小体育室 木曜会 つぼみ会 市レクＦＤ部会　夜間教室

武道室 ハタヨガサロン2 中央なぎなたクラブ 卓笑会 幼児運動教室　春 Ｗｏｒｋｓ　ＲＧ　ＦＵＫＵＯＫＡ ENTORANCE

健相室 ラクラクトレーニング　木曜

小体育室 赤坂卓球クラブ チャレンジャー ピヨピヨ卓球クラブ 空手道　武流会

武道室 ラージボール金曜会 金曜の会 城南フォークダンス若葉サークル アクティブ　社交ダンス サザンドール★Kego 中国武術精武会

健相室 フォークダンス「すみれ会」 エアロビクスHOT さくら会 ビューティフル　フラ　ピカケ

小体育室
武道室
健相室 美Body☆Time教室 Ｈｏｔ　Ｆｅｅｔ　ＬＩＮＤＹ ラクラクトレーニング　土曜 神道夢想流杖道　福岡道場 実践体育　赤坂教室 ＰＵＲＥ　ＤＡＮＣＥ

小体育室
武道室 木犀ダンス会 WHS

健相室 リズミックカラテ　クオレ 福岡鞭杆の会

小体育室
武道室
健相室

小体育室 ラージボール金曜会 火曜会 Bam☆　ｂoo ピラティス・サークル

武道室 一心会 ボクシングエクササイズ　Ⅰ

健相室 目指せ！イキイキＢｏｄｙ教室 日中太極拳クラブ ハートフル体操 陳氏太極拳協会　博多第一教室

小体育室 Ｗ会 エイティー卓球サークル

武道室 ピラティス教室 実践体育学　SGM 木犀ダンス会 サザンドール★Kego 日本中国友好協会　福岡支部

健相室 華麗太極拳教室 ＺＵＭＢＡ　ＧＯＬＤ教室

小体育室 木曜会 卓笑会

武道室 ハタヨガサロン1 つぼみ会 太極拳中央クラブ 幼児運動教室　春 Ｗｏｒｋｓ　ＲＧ　ＦＵＫＵＯＫＡ 市レクＦＤ部会　夜間教室

健相室 ラクラクトレーニング　木曜 エナジー

小体育室 フォークダンス「すみれ会」 チャレンジャー ピヨピヨ卓球クラブ 空手道　武流会

武道室 赤坂卓球クラブ エアロビクスHOT サザンドール★Kego 中国武術精武会

健相室 ＳＭＩＬＥ　ＣＬＵＢ 金曜の会

小体育室
武道室 太極拳すこやかクラブ 実践体育　赤坂教室 彩乃会

健相室 美Body☆Time教室 ラクラクトレーニング　土曜 Ｓａｌｓａ　Ｃｉｒｃｌe 　Ｌａｔｉｎ　Ｔｏｕｃｈ

小体育室
武道室
健相室 エナジー 福岡大学　地震防災システム研究室

小体育室 スカーレット エイティー卓球サークル あぶりーつ

武道室 ハートフルクラブ 藤崎クラブ 太極拳サークル　藤の会 秋桜　社交ダンス 福岡市レクFD部会－2 パワーヨガ教室

健相室 ラクラクトレーニング　月曜 エアロビクス月曜クラス ティアラ５ タイチー学習会 WHS

小体育室 火曜会 一心会 太極拳いちにの会

武道室 サンサンスポーツ教室 ケントススポーツ教室 ボクシングエクササイズ　Ⅰ

健相室 目指せ！イキイキＢｏｄｙ教室 日中太極拳クラブ 陳氏太極拳協会　博多第一教室

小体育室 ラージボール金曜会 ヨガ　Ｒｅｊｏｙ　ｓｔｙｌｅ 陳氏太極拳倶楽部

武道室 ピラティス教室 実践体育学　SGM アクティブ　社交ダンス 木犀ダンス会 サザンドール★Kego 日本中国友好協会　福岡支部

健相室 ＺＵＭＢＡ　ＧＯＬＤ教室

小体育室 木曜会 つぼみ会 市レクＦＤ部会　夜間教室

武道室 ハタヨガサロン1 太極拳中央クラブ 卓笑会 幼児運動教室　春 Ｗｏｒｋｓ　ＲＧ　ジュニア ENTORANCE

健相室 ラクラクトレーニング　木曜

個人利用（卓球）

個人利用（卓球）

いきいき太極拳

ケントススポーツ教室

個人利用（卓球）

Tai　chi chuan

福岡太極拳研究会

信愛会

個人利用（卓球）

アートフリー 木犀ダンス会 ＨＡＳＨＩＫＡＷＡバレエスタジオ

個人利用（卓球）

個人利用（卓球）

城南フォークダンス若葉サークル

ビューティフル　フラ　ピカケ リズミックカラテ　クオレ

個人利用（卓球）

すこやか太極拳 サンサンスポーツ教室

サンサンスポーツ教室

個人利用（卓球） 川田卓球

Tai　chi chuan

個人利用（卓球）

ケントススポーツ教室

手話ダンス　YOU＆I北野

休館日
個人利用（卓球）

サンサンスポーツ教室

個人利用（卓球）

個人利用（卓球）

個人利用（卓球）

リズミックカラテ　クオレ

個人利用（卓球）

手話ダンス　YOU＆I北野

U.T.T 個人利用（卓球）

個人利用（卓球）

いきいき太極拳 サンサンスポーツ教室

城南フォークダンス若葉サークル

リズミックカラテ　クオレ

個人利用（卓球）

福岡太極拳合同交流会

個人利用（卓球）

レクリエーションインストラクター養成講習会 ＨＡＳＨＩＫＡＷＡバレエスタジオ

サンサンスポーツ教室

個人利用（卓球）

剣の会

Tai 　ｃｈｉ　ｃｈuan

個人利用（卓球）

赤坂卓球クラブ 個人利用（卓球）

木犀ダンス会

U.T.T 個人利用（卓球）

個人利用（卓球）

すこやか太極拳 サンサンスポーツ教室

個人利用（卓球）

MMMダンスワークショップ

個人利用（卓球）

子どもの日無料開放

子どもの日無料開放

個人利用（卓球）

個人利用（卓球）

いきいき太極拳

個人利用（卓球）

個人利用（卓球）

スイング＆スタッカート

ＬＩＮＤＹ　ＨＯＰ

31 木

個人利用（卓球）

28 月

29 火

30 水

25 金

26 土

27 日

22 火

23 水

24 木

19 土

20 日

21 月

FANKY　FACE プロムナード 信愛会

16 水

17 木

18 金

13 日

14 月

15 火

10 木

11 金

12 土

7 月

8 火

9 水

4 金

5 土

6 日

平成３０年　５月１５日　現在　　　

1 火

2 水

3 木

Tai 　ｃｈｉ　ｃｈｕａｎ

平成３０年５月　中央体育館利用予定表（小体育室・武道室・健相室）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・利用可能です。団体利用は前日１９時までの申込。個人利用は当日９時より先着順受付。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・利用可能です。卓球の個人利用ができます。（当日の先着順受付。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・予約済みのため利用はできません。

※予約状況は随時変動しております。最新の予約状況については中央体育館にお問い合わせください。(TEL７４１-０３０１)

個人利用（卓球）



日 曜 室名 9：00～11：00 11：00～13：00 13：00～15：00 15：00～17：00 17：00～19：00 19：00～21：00
小体育室 空手道　武流会

武道室 おはYOGA教室 エアロビクスHOT チャレンジャー 陳氏太極拳協会　博多第一教室

健相室 ＳＭＩＬＥ　ＣＬＵＢ 金曜の会 ビューティフル　フラ　ピカケ サザンドール★Kego

小体育室
武道室 神道夢想流杖道　福岡道場 太極拳すこやかクラブ ＮＰＯ法人ＪＪＦＣ

健相室 美Body☆Time ラクラクトレーニング　土曜 実践体育　赤坂教室 信愛会

小体育室
武道室 太極青藍会

健相室 スポーツ・レクリエーション講習会 太極青藍会

小体育室 スカーレット エイティー卓球サークル 特定非営利活動法人合気道祥平塾

武道室 ハートフルクラブ ラージボール金曜会 太極拳サークル　藤の会 秋桜クラブ 福岡市レクFD部会－2 パワーヨガ教室

健相室 ラクラクトレーニング　月曜 エアロビクス月曜クラス WHS

小体育室 火曜会 一心会 福岡大學武道空手部

武道室 剣の会 ボクシングエクササイズ　Ⅰ

健相室 目指せいきいきボディ 日中太極拳クラブ ハートフル体操 サンサンスポーツ教室 ケントススポーツ教室 太極拳いちにの会

小体育室 W会 とびうめクラブ 陳氏太極拳倶楽部

武道室 ピラティス教室 ヨガ　Ｒｅｊｏｙ　ｓｔｙｌｅ ＪＯＹ　ＤＯＬＬ

健相室 華麗太極拳教室 実践体育学　SGM ZUMBA　GOLD教室 福岡日中文化センター

小体育室 木曜会 つぼみ会 市レクＦＤ部会　夜間教室

武道室 ハタヨガサロン1 幼児運動教室　春 Ｗｏｒｋｓ　ＲＧ　ジュニア

健相室 ラクラクトレーニング　木曜 ピラティス・サークル

小体育室 フォークダンス「すみれ会」 チャレンジャー リズミックカラテ　クオレ 空手道　武流会

武道室 おはYOGA教室 金曜の会 中国武術精武会

健相室 ＳＭＩＬＥ　ＣＬＵＢ エアロビクスHOT さくら会 サザンドール★Kego

小体育室
武道室 福岡太極拳研究会 福岡中央ラージ 福岡市レクＦＤ部会 太極拳すこやかクラブ 実践体育　赤坂教室 彩乃会

健相室 美Body☆Time Ｈｏｔ　Ｆｅｅｔ　ＬＩＮＤＹ ラクラクトレーニング　土曜 神道夢想流杖道　福岡道場 信愛会

小体育室
武道室
健相室 福岡鞭杆の会 無外流居合　鵬玉会 福岡大学　地震防災システム研究室

小体育室 スカーレット エイティー卓球サークル WHS

武道室 ハートフルクラブ いきいき太極拳 太極拳サークル　藤の会 藤崎クラブ パワーヨガ教室

健相室 ラクラクトレーニング　月曜 エアロビクス月曜クラス タイチー学習会 特定非営利活動法人合気道祥平塾

小体育室 火曜会 福岡大學武道空手部

武道室 すこやか太極拳 一心会 ハートフル体操 ボクシングエクササイズ　Ⅰ

健相室 目指せいきいきボディ NPO法人ステップ21 サンサンスポーツ教室 ケントススポーツ教室 中国武術精武会

小体育室 ラージボール金曜会 とびうめクラブ 日本中国友好協会　福岡支部

武道室 ピラティス教室 ヨガ　Ｒｅｊｏｙ　ｓｔｙｌｅ アクティブ　社交ダンス 木犀ダンス会

健相室 華麗太極拳教室 実践体育学　SGM ZUMBA　GOLD教室 ＪＯＹ　ＤＯＬＬ 陳氏太極拳倶楽部

小体育室 木曜会 つぼみ会 市レクＦＤ部会　夜間教室

武道室 ハタヨガサロン２ 卓笑会 アクティブ　社交ダンス 幼児運動教室　春 Ｗｏｒｋｓ　ＲＧ　ＦＵＫＵＯＫＡ ＥＮＴＯＲＡＮＣＥ

健相室 ラクラクトレーニング　木曜 ピラティス・サークル

小体育室 フォークダンス「すみれ会」 チャレンジャー

武道室 おはYOGA教室 赤坂卓球クラブ ＪＯＹ　ＤＯＬＬ 空手道　武流会

健相室 エアロビクスHOT 金曜の会 さくら会 ビューティフル　フラ　ピカケ 陳氏太極拳協会　博多第一教室

小体育室
武道室 福岡太極拳研究会 福岡中央ラージ 中国武術　青藍拳社 ＳＧＭ　橋本 ＮＰＯ法人ＪＪＦＣ 信愛会

健相室 美Body☆Time リズミックカラテ　クオレ ラクラクトレーニング　土曜 太極拳すこやかクラブ 実践体育　赤坂教室

小体育室
武道室 福岡鞭杆の会 日本ケルト協会 WHS

健相室 ラクラクトレーニング　木曜

小体育室
武道室
健相室

小体育室 火曜会 一心会

武道室 サンサンスポーツ教室 ボクシングエクササイズ　Ⅰ

健相室 目指せいきいきボディ NPO法人ステップ21 ハートフル体操 太極拳いちにの会

小体育室 W会 とびうめクラブ 福岡日中文化センター

武道室 ピラティス教室 実践体育学　SGM

健相室 華麗太極拳教室 ヨガ　Ｒｅｊｏｙ　ｓｔｙｌｅ ZUMBA　GOLD教室 ＪＯＹ　ＤＯＬＬ 陳氏太極拳倶楽部

小体育室 木曜会 太極拳中央クラブ 市レクＦＤ部会　夜間教室

武道室 ハタヨガサロン1 卓笑会 太極拳中央クラブ 幼児運動教室　春 Ｗｏｒｋｓ　ＲＧ　ＦＵＫＵＯＫＡ ＥＮＴＯＲＡＮＣＥ

健相室 ラクラクトレーニング　木曜

小体育室 フォークダンス「すみれ会」 チャレンジャー 空手道　武流会

武道室 おはYOGA教室 赤坂卓球クラブ 城南フォークダンス若葉サークル ビューティフル　フラ　ピカケ ＪＯＹ　ＤＯＬＬ 陳氏太極拳協会　博多第一教室

健相室 ＳＭＩＬＥ　ＣＬＵＢ 金曜の会 秋桜クラブ

小体育室
武道室 リズミックカラテ　クオレ 福岡太極拳研究会 実践体育　赤坂教室 彩乃会

健相室 美Body☆Time Ｈｏｔ　Ｆｅｅｔ　ＬＩＮＤＹ ラクラクトレーニング　土曜 信愛会

小体育室
武道室 真弓ダンススタジオ 陳氏太極拳協会　福岡支部

健相室 福岡鞭杆の会 陳氏太極拳協会　福岡支部 陳氏太極拳協会　福岡支部

小体育室 特定非営利活動法人合気道祥平塾

武道室 ハートフルクラブ 秋桜クラブ 太極拳サークル　藤の会 サザンドール★Kego 中国武術精武会

健相室 ラクラクトレーニング　月曜 エアロビクス月曜クラス NPO法人ステップ21 ユミジャズ WHS

小体育室
武道室 火曜会 一心会 ハートフル体操 サンサンスポーツ教室 ケントススポーツ教室 ボクシングエクササイズ　Ⅰ

健相室 目指せいきいきボディ 日中太極拳クラブ 太極拳いちにの会

小体育室 Ｗ会 とびうめクラブ 福岡日中文化センター

武道室 ピラティス教室 ラージボール金曜会 サザンドール★Kego 陳氏太極拳倶楽部

健相室 華麗太極拳教室 実践体育学　SGM ZUMBA　GOLD教室

小体育室 木曜会 太極拳中央クラブ 市レクＦＤ部会　夜間教室 あぶりーつ

武道室 ハタヨガサロン1 卓笑会 太極拳中央クラブ 幼児運動教室　春 Ｗｏｒｋｓ　ＲＧ　ジュニア ＥＮＴＯＲＡＮＣＥ

健相室 ラクラクトレーニング　木曜 ヨガ　Ｒｅｊｏｙ　ｓｔｙｌｅ ピラティス・サークル

小体育室
武道室 おはYOGA教室 ラージボール金曜会 チャレンジャー 秋桜　社交ダンス ＪＯＹ　ＤＯＬＬ 空手道　武流会

健相室 フォークダンス「すみれ会」 エアロビクスHOT 陳氏太極拳協会　博多第一教室

小体育室
武道室 黒ねこのタンゴ 日本中国友好協会　福岡支部

健相室 美Body☆Time Ｈｏｔ　Ｆｅｅｔ　ＬＩＮＤＹ ラクラクトレーニング　土曜 実践体育　赤坂教室

リズミックカラテ　クオレ

個人利用（卓球）

福岡太極拳研究会 心武館　福岡

信愛会

サンサンスポーツ教室

個人利用（卓球）

Ｔ－カトレア

Ｔａｉ　ｃｈｉ　ｃｈｕａｎ

個人利用（卓球）

赤坂卓球クラブ 個人利用（卓球） リズミックカラテ　クオレ

個人利用（卓球）

ＥＮＴＯＲＡＮＣＥ ＨＡＳＨＩＫＡＷＡバレエスタジオ

Ｕ．Ｔ．Ｔ 個人利用（卓球）

すこやか太極拳 個人利用（卓球）

Ｔａｉ　ｃｈｉ　ｃｈｕａｎ

個人利用（卓球）

個人利用（卓球）

リズミックカラテ　クオレ

個人利用（卓球）

陳氏太極拳協会　博多第一教室

個人利用（卓球）

手話ダンス　YOU＆I北野

フェリスウィール

個人利用（卓球） 八千代エンジニアリング

いきいき太極拳 アクティブ　社交ダンス

個人利用（卓球）

Ｔａｉ　ｃｈｉ　ｃｈｕａｎ

個人利用（卓球）

個人利用（卓球） リズミックカラテ　クオレ

城南フォークダンス若葉サークル

レクリエーションインストラクター養成講習会 ＨＡＳＨＩＫＡＷＡバレエスタジオ

手話ダンス　YOU＆I北野

個人利用（卓球）

個人利用（卓球）

サンサンスポーツ教室

個人利用（卓球）

剣の会

個人利用（卓球）

アクティブ　社交ダンス

個人利用（卓球）

個人利用（卓球）

個人利用（卓球）

個人利用（卓球）

いきいき太極拳 サンサンスポーツ教室

個人利用（卓球）

Ｔ－カトレア

個人利用（卓球）

太極青藍会

個人利用（卓球）

スポーツ・レクリエーション講習会 サンサンスポーツ教室

手話ダンス　YOU＆I北野

個人利用（卓球）

30 土

27 水

28 木

29 金

24 日

25 月

26 火

21 木

22 金

23 土

18 月 休館日
19 火

20 水

サンサンスポーツ教室

個人利用（卓球）

Ｔ－カトレア

15 金

16 土

17 日

12 火

13 水

14 木

9 土

10 日

11 月

6 水

7 木

8 金

3 日

4 月

5 火

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・予約済みのため利用はできません。

※予約状況は随時変動しております。最新の予約状況については中央体育館にお問い合わせください。(TEL７４１-０３０１)

平成３０年　５月１５日　現在　　　

1 金

2 土

赤坂卓球クラブ 個人利用（卓球）

リズミックカラテ　クオレ

平成３０年６月　中央体育館利用予定表（小体育室・武道室・健相室）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・利用可能です。団体利用は前日１９時までの申込。個人利用は当日９時より先着順受付。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・利用可能です。卓球の個人利用ができます。（当日の先着順受付。）個人利用（卓球）


