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eスポーツ教室初回測定日 中央体育館アリーナ

7日～ KAWA-SPO　GGランキング 健民グラウンド 26日 第12回フーバ大会 中央体育館アリーナ

5日 親善サッカー大会 健民グラウンド 24日

12日 町民開放日 中央体育館アリーナ 27日 親善ティーボール大会 健民グラウンド

日 月 火 水 木 金 土

5
フィットネス KID'Sダンス トランポビクス1 なぎなた

2 3 文化の日 41
トランポリン

親子体操 ダンス2 基礎サッカー KID'S空手・空手道

太極拳 ダンス1 楽ビクス＆ストレッチ

8

ミニバスケットボール

卓球

ジュニア体操 ダンス3

町民開放日

なぎなた

ジュニアバドミントン ダンス1 トランポビクス2 KID'S空手

12
健康体操 太極拳 KID'Sダンス トリム体操 楽ビクス＆ストレッチ

9 10 116 7

空手道

ダンス3 ミニバスケットボール

ダンス2 基礎サッカー

18 19
卓球

13 14 15 16 17
なぎなた

ジュニアバドミントン 太極拳 ダンス1 バランスボール 楽ビクス＆ストレッチ トランポリン

健康体操 フィットネス KID'Sダンス トリム体操 トランポビクス1

KID'S空手・空手道

ジュニア体操 ダンス3 ミニバスケットボール

親子体操 ダンス2 基礎サッカー

卓球

20 21 22 23 勤労感謝の日 24 25 26
健康体操 フィットネス トリム体操 楽ビクス＆ストレッチ なぎなた

ジュニアバドミントン 太極拳 トランポビクス2 KID'S空手

空手道

ジュニア体操 ※eスポーツ教室 ダンス3 ミニバスケットボール

親子体操 基礎サッカー

卓球

27 28 29 30
ジュニアバドミントン ジュニア体操 ダンス1

健康体操 フィットネス KID'Sダンス

ダンス2

 ※ 実施予定時間の2時間前の時点で川西町に気象警報が発令された場合は中止とします。また、その後解除されても同様とします

 ※ 感染症等で学級閉鎖になった場合は、集団感染を防ぐ為にも本人の体調に係わらず活動への参加はご遠慮ください。

教室メニュー KAWA-SPOクラブ　メニュー

メニュー名 曜日 開催時間 開催場所 メニュー名 曜日 開催時間 開催場所

親子体操 火 １６：００～１７：００ アリーナ クラシックバレエ 火 １７：３０～２０：００ ふれあいセンター

ジュニア体操 火 １７：００～１８：２０ アリーナ 剣道クラブ 火・木 １９：００～２１：００ 武道場

ＫＩＤＳダンス 水 １６：３０～１７：２０ ふれあいセンター (不定期) 土 １５：００～１６：３０

アリーナ

基礎サッカー 金 １７：３０～１８：３０ アリーナ
24 KAWA-SPO陸上クラブ

水 １５：３０～１７：００
川西小学校

なぎなた 土 ９：３０～１２：００ 武道場 第1.3土 ９：００～１１：３０

１９：００～２０：３０ 梅戸体育館

水 １８：４０～１９：４０ 火 １９：００～２１：００ アリーナ6 ダンス

水 １７：３０～１８：３０

ふれあいセンター

月・火・木

金 １９：３０～２１：００ 金 １９：００～２１：００ 武道場

ＫＩＤＳ空手 土 １２：１５～１３：１５ 武道場 月 １５：４５～２１：００ アリーナ

金 １３：００～１５：３０ 武道場

１５：００～１６：３０ スポーツ協会所属クラブ　メニュー

9 トランポリン 第1.3.5土
１３：００～１４：３０

アリーナ

8 空手道 土
１３：２０～１４：５０

武道場
スポーツウェルネス吹矢

30 ソフトテニス部
木 １９：００～２１：００ アリーナ

１４：３０～１６：００ 日 ９：００～１２：００ 軟式コート

アリーナ
卓球 土 １８：３０～２０：００ アリーナ 土 １９：００～２１：００

１８：３０～２１：００ アリーナ

ミニバスケットボール 土 １７：３０～１８：３０ アリーナ
32 卓球部

火 ９：００～１２：００

基礎野球 木 バスケットボール部 金・日     ※　今年度の開催終了

９：００～１１：００ 健民グラウンド

健康体操 月 １４：００～１５：３０ 武道場 インディアカ部 火 １９：００～２１：００ アリーナ

ジュニアバドミントン 月 １９：３０～２１：００ アリーナ グラウンドゴルフ部 月・火・木･金

アリーナ 土 １９：００～２１：００

９：００～１２：００ 屋内運動場

フィットネス 火 １４：００～１５：００ トレーニング室
36 バレーボール部

木 ９：３０～１２：００

太極拳　 火 １４：００～１５：３０ 武道場 ゲートボール部 木

アリーナ
トリム体操 木 １３：００～１４：３０

20 トランポビクス
第1.3金 １０：００～１１：３０

アリーナ
川西フェニックス

９：3０～１２：００ 硬式テニスコート

楽ビクス＆ストレッチ 金 １０：３０～１１：３０ 武道場 川西町スポーツ少年団　メニュー

バランスボール 第1.3木 １９：３０～２１：００ 会議室 テニス部 日

第2.4金 １３：３０～１５：００
39

土・日 ９：００～１２：００ 川西小学校　他

ＮＯ.1キッズ 土 ９：００～１２：００ 梅戸体育館

日・祝 １３：００～１７：００ 健民グラウンド　他

川西ＦＣ
木 １７：００～１９：００ アリーナ

イベントスケジュール
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