
　　１１月　　イベント予定表 ※活動によっては、予定が変更になる場合もございますが何卒ご容赦ください。
月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5

♨ 月夜パーティー 映画の日

喫茶　 気功体操 　 朗読 喫茶　　茶道　　煎茶  　 喫茶　　茶道　　音楽　　 喫茶   茶道　　　煎茶　　音楽

音楽　 気功体操　コーラス　　 コーラス　　　美術 書道クラブ　　　

中国茶・論語 　　　手芸 朗読　　七宝焼　 　　　 朗読　　　手芸

おしゃれ工房　　　 大正琴　　チョークアート 籐手芸　　　お琴教室

手芸　　　華道　　　折り紙 朗読　　折り紙　 華道　　　フラダンス

咲き織り　　籐手芸 陶芸　　　 咲き織り　　籐手芸　 美術　　折り紙　　咲き織り

理容・美容　おしゃれ工房　　整体 美容　　　おしゃれ工房　 理容・美容　　　 美容

射撃　　大人のピアノ 射撃　　 射撃　 射撃　　

吹き矢 陶芸 吹き矢

吹き矢 吹き矢

6 7 8 9 10 11 12

♨ スポーツ大会

喫茶　　茶道　　 喫茶　　茶道　　煎茶　　 喫茶　 気功体操 　 朗読 喫茶　　茶道　　煎茶  喫茶　　茶道　　音楽　　 喫茶   茶道　　　煎茶　　音楽

音楽 音楽　　朗読　　　コーラス 音楽　 気功体操　コーラス　　 コーラス　　　 書道クラブ　　　刺し子

押し花エコクラフト フラワーアレンジ　　　 中国茶・論語 　　　手芸 七宝焼　 紙芝居と気功体操  　　　 朗読　　　手芸

アクリル粘土 大正琴    陶芸    手芸 おしゃれ工房　　　 押し花エコクラフト　 大正琴　　チョークアート お琴教室　　押し花エコクラフト

朗読　  俳句 押し花エコクラフト 手芸　　　華道　　　折り紙 フラワーアレンジ 朗読　　折り紙　 華道　　　フラダンス

刺し子　　　　折り紙 折り紙　　 咲き織り　　籐手芸 陶芸　　 咲き織り　　　籐手芸　 折り紙　　咲き織り

理容・美容　おしゃれ工房　　整体 理容・美容　おしゃれ工房　　整体 理容・美容　おしゃれ工房　　整体 理容・美容　　　おしゃれ工房　 理容・美容　　　おしゃれ工房　 美容

射撃　　 射撃　 射撃　　大人のピアノ 射撃　　 射撃　 射撃　　

陶芸 チョークアート 吹き矢 ｱｸﾘﾙ粘土　　　ﾁｮｰｸｱｰﾄ 陶芸 吹き矢

吹き矢 吹き矢 吹き矢 吹き矢

13 14 15 16 17 18 19

♨ キッズデイ[託児] 居酒屋【２F】 お地蔵様ご縁日

喫茶　　茶道　　 喫茶　　茶道　　 喫茶　 気功体操 　 朗読 喫茶　　茶道　　煎茶  喫茶　　茶道　　音楽　　 喫茶   茶道　　　煎茶　　音楽

音楽 音楽　　朗読　　　コーラス 音楽　 気功体操　コーラス　　 コーラス　　 書道クラブ　　　刺し子

フラワーアレンジ　　 中国茶・論語 　　　手芸 朗読　　七宝焼　 紙芝居と気功体操  　　　 手芸　　押し花エコクラフト

アクリル粘土 大正琴    陶芸    手芸 おしゃれ工房　　　 大正琴　　チョークアート 籐手芸　　　お琴教室

朗読　 手芸　　　華道　　　折り紙 フラワーアレンジ 朗読　　折り紙　 華道　　　フラダンス

刺し子　　　　折り紙 折り紙　　 咲き織り　　籐手芸 陶芸　　 咲き織り　　　籐手芸　 折り紙　　咲き織り

理容・美容　おしゃれ工房　　整体 理容・美容　おしゃれ工房　　整体 理容・美容　おしゃれ工房　　整体 美容　　　おしゃれ工房　 理容・美容　　　おしゃれ工房　 美容

射撃　　 射撃　 射撃　　大人のピアノ 射撃　　 射撃　 射撃　　

陶芸 チョークアート 吹き矢 ｱｸﾘﾙ粘土　　　 陶芸 吹き矢

吹き矢 吹き矢 吹き矢 吹き矢

・しょうわアスレチック
・パン作り
・うどん作り
・料理会
・ラジオ体操
・レッツダンス
・うたごえ喫茶

月曜～土曜まで
常時開催中！

日曜は普段の活動以外に
映画などのイベントがあります！
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陶芸で
来年の干支を作ろう！

陶芸で
来年の干支を作ろう！



　　１１月　　イベント予定表 ※活動によっては、予定が変更になる場合もございますが何卒ご容赦ください。
月 火 水 木 金 土 日

20 21 22 23 24 25 26

♨ しょうわBAR

喫茶　　茶道　　 喫茶　　茶道　　煎茶　　 喫茶　 気功体操 　 朗読 喫茶　　茶道　 喫茶　　茶道　　音楽　　 喫茶   茶道　　　煎茶　　音楽

音楽 音楽　　朗読　　　コーラス 音楽　 気功体操　コーラス　　 コーラス　　　美術 書道クラブ　　　刺し子

押し花エコクラフト フラワーアレンジ　　　美術 中国茶・論語 　　　手芸 朗読　　七宝焼　 紙芝居と気功体操  　　　 手芸

アクリル粘土 大正琴    陶芸    手芸 おしゃれ工房　　　 押し花エコクラフト　 大正琴　　チョークアート 籐手芸　　　お琴教室

朗読　 押し花エコクラフト 手芸　　　華道　　　折り紙 フラワーアレンジ 朗読　　折り紙　

刺し子　　　　折り紙 折り紙　　 咲き織り　　籐手芸 陶芸　　 咲き織り　　籐手芸　 美術　　折り紙　　咲き織り

理容・美容　おしゃれ工房　　整体 理容・美容　おしゃれ工房　　整体 理容・美容　　整体 理容・美容　　　おしゃれ工房　 理容・美容　　　おしゃれ工房　 美容

射撃　　 射撃　 射撃　　大人のピアノ 射撃　　 射撃　 射撃　　

陶芸 チョークアート 吹き矢 ｱｸﾘﾙ粘土　　　ﾁｮｰｸｱｰﾄ 陶芸 吹き矢

吹き矢 吹き矢 吹き矢 吹き矢

27 28 29 30

紅白吹き矢大会 ♨

喫茶　　茶道　　 喫茶　　茶道　　煎茶　　 喫茶　 気功体操 　 朗読 喫茶　　茶道　　煎茶  

音楽 音楽　　朗読　　　コーラス 音楽　 気功体操　コーラス　　

押し花エコクラフト 美術 中国茶・論語 　　　手芸 七宝焼　

アクリル粘土 大正琴    陶芸    手芸 おしゃれ工房　　　 押し花エコクラフト　

朗読　  俳句 押し花エコクラフト 手芸　　　　折り紙 フラワーアレンジ 

刺し子　　　　折り紙 折り紙　　 咲き織り　　籐手芸 陶芸　　

理容・美容　おしゃれ工房　　整体 理容・美容　おしゃれ工房　　整体 理容・美容　おしゃれ工房　　整体 理容・美容　　　おしゃれ工房　

射撃　　 射撃　 射撃　　大人のピアノ 射撃　　

陶芸 チョークアート 吹き矢 ｱｸﾘﾙ粘土　　　ﾁｮｰｸｱｰﾄ

吹き矢 吹き矢 吹き矢
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←こちらのマークが記載されている活動では
しょうわ通貨をご利用いただけます。

金券

・しょうわアスレチック
・パン作り
・うどん作り
・料理会
・ラジオ体操
・レッツダンス
・うたごえ喫茶

月曜～土曜まで
常時開催中！
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日曜は普段の活動以外に
映画などのイベントがあります！


