
２ 月分

日 曜
陶芸講座（自主） 午前10時 民謡講座、陶芸講座（OB） 午前10時 謡曲講座、陶芸講座（初級） 午前10時

陶芸講座（自主）、民舞講座、教養講座 午後１時

大正琴講座 午後１時30分 陶芸講座（OB） 午後１時 リズムダンス講座、陶芸講座（上級） 午後１時

パソコンサロン 午前9時 手芸講座、陶芸講座（自主） 午前10時 陶芸講座（初級） 午前10時 詩舞講座、陶芸講座（自主） 午前10時

日舞講座、経験者陶芸講座 午前10時 介護予防運動教室 午前10時

大正琴講座 午後0時30分 陶芸講座（上級） 午後１時

経験者陶芸講座、パソコンサロン 午後１時 陶芸講座（自主） 午後１時 リズムダンス講座 午後１時30分 布ぞうり講座、木彫講座 午後１時

歌謡講座 午前10時 水墨画講座、日舞講座、茶道講座 午前10時 書道講座、陶芸講座（OB） 午前10時 茶道講座 午前9時30分

陶芸講座（自主） 午前10時

筋力トレーニング教室 午後0時45分 木彫講座、リズムダンス講座 午後１時 書道講座、陶芸講座（OB） 午後１時 生花講座、陶芸講座（自主） 午後１時

パソコンサロン 午前9時 詩吟講座 午前9時30分 民謡講座 午前10時

陶芸講座（自主） 午前10時

民謡講座、パソコンサロン 午後１時 陶芸講座（自主） 午後１時 木彫講座 午後１時

アートを楽しもう 午前10時30分 映画上映会「男はつらいよ」 午前10時

映画上映会 午前10時30分

茶道講座、陶芸講座（初級、上級） 午前10時 のびのび体操 午後１時30分 筆ペン・ペン習字講座 午前10時

陶芸講座（初級、上級） 午後１時 太極拳講座 午後１時30分

パソコンサロン 午前9時 陶芸講座（初級）、カメラ撮影基本講座 午前10時 日舞講座、陶芸講座（OB） 午前10時 俳句講座、陶芸講座（自主） 午前10時

ダンス講座 午前10時

リズムダンス講座 午後0時45分

教養講座 午後１時 陶芸講座（OB） 午後１時

パソコンサロン、木彫講座 午後１時 陶芸講座（上級） 午後１時 のびのび３B体操 午後１時30分 詩吟講座、陶芸講座（自主） 午後１時

太極拳講座、陶芸講座（自主） 午前10時 民謡講座、陶芸講座（OB） 午前10時 謡曲講座、陶芸講座（初級） 午前10時

陶芸講座（自主）、民舞講座 午後１時

大正琴講座 午後１時30分 陶芸講座（OB）、手芸講座 午後１時 リズムダンス講座、陶芸講座（上級） 午後１時

パソコンサロン、陶芸講座合同作品展 午前9時 布ぞうり講座、陶芸講座（自主） 午前10時 陶芸講座（初級）、茶道（裏）講座 午前10時 詩舞講座、陶芸講座（自主） 午前10時

日舞講座、生花講座、経験者陶芸講座 午前10時 介護予防運動教室 午前10時

大正琴講座 午後0時30分 陶芸講座（上級） 午後１時

経験者陶芸講座、パソコンサロン 午後１時 陶芸講座（自主） 午後１時 リズムダンス講座 午後１時30分 教養講座 午後１時30分

陶芸講座合同作品展 午前9時 茶道講座、日舞講座 午前10時 ヨガ講座、陶芸講座（OB） 午前10時 茶道講座 午前9時30分

布ぞうり講座、経験者陶芸講座 午前10時 陶芸講座（自主） 午前10時

筋力トレーニング教室 午後0時45分 書道講座、水墨画講座 午後１時

経験者陶芸教室 午後１時 民謡講座 午後2時 陶芸講座（OB） 午後１時 陶芸講座（自主） 午後１時

パソコンサロン、陶芸講座合同作品展 午前9時

謡曲講座、カメラ撮影講座（Ａ） 午前10時

パソコンサロン 午後１時

陶芸講座合同作品展 午前9時 謡曲講座 午前10時 謡曲講座（初級） 午前10時

映画上映会 午前10時30分

陶芸講座合同作品展 午前9時 太極拳講座 午前10時

茶道講座、陶芸講座（初級） 午前10時

のびのび体操 午前10時30分

陶芸講座（上級） 午後１時 絵画講座 午後１時

パソコンサロン、陶芸講座合同作品展 午前9時 陶芸講座（初級） 午前10時 日舞講座、陶芸講座（OB） 午前10時 陶芸講座（自主） 午前10時

ヨガ講座、書道講座 午前10時 生花講座 午前10時30分

リズムダンス講座 午後0時45分 生花講座、陶芸講座（OB） 午後１時

パソコンサロン、木彫講座 午後１時 陶芸講座（上級） 午後１時 のびのび３B体操 午後１時30分 詩吟講座、陶芸講座（自主） 午後１時

陶芸講座（自主） 午前10時 民謡講座、陶芸講座（OB） 午前10時 謡曲講座、陶芸講座（初級） 午前10時

民舞講座、陶芸講座（自主） 午後１時 陶芸講座（OB） 午後１時 リズムダンス講座、陶芸講座（上級） 午後１時

パソコンサロン、陶芸講座合同作品展 午前9時 手芸講座、陶芸講座（自主） 午前10時 陶芸講座（合同）、茶道（裏）講座 午前10時 詩舞講座、陶芸講座（自主） 午前10時

日舞講座、経験者陶芸講座 午前10時 介護予防運動教室 午前10時

大正琴講座 午後0時30分 陶芸講座（自主） 午後１時

経験者陶芸講座、パソコンサロン 午後１時 陶芸講座（自主） 午後１時 リズムダンス講座 午後１時30分 木彫講座、布ぞうり講座 午後１時

陶芸講座合同作品展 午前9時 水墨画講座、日舞講座、茶道講座 午前10時 書道講座、陶芸講座（OB） 午前10時 茶道講座 午前9時30分

歌謡講座、経験者陶芸講座 午前10時 陶芸講座（自主） 午前10時

筋力トレーニング教室 午後0時45分

経験者陶芸教室 午後１時 木彫講座、リズムダンス講座 午後１時 書道講座、陶芸講座（OB） 午後１時 生花講座、陶芸講座（自主） 午後１時

パソコンサロン、陶芸講座合同作品展 午前9時 詩吟講座 午前9時30分 民謡講座 午前10時

手づくり工作教室 午前10時30分 陶芸講座（自主） 午前10時

民謡講座、パソコンサロン 午後１時 陶芸講座（自主） 午後１時 木彫講座 午後１時

陶芸講座合同作品展 午前9時 梅光会ボランティアショー 午前11時

映画上映会 午前10時30分

陶芸講座合同作品展 午前9時 のびのび体操 午後１時30分 筆ペン・ペン習字講座 午前10時

茶道講座、陶芸講座（初級） 午前10時

いきいき金沢文化交流大会（将棋） 午前10時

陶芸講座（上級） 午後１時 太極拳講座 午後１時30分

パソコンサロン、陶芸講座合同作品展 午前9時 陶芸講座（初級） 午前10時 日舞講座、陶芸講座（OB） 午前10時 俳句講座、陶芸講座（自主） 午前10時

ダンス講座 午前10時 介護予防運動教室 午前10時

いきいき金沢文化交流大会（囲碁） 午前10時

リズムダンス講座 午後0時45分 陶芸講座（OB） 午後１時

パソコンサロン、木彫講座、教養講座 午後１時 陶芸講座（上級） 午後１時 のびのび３B体操 午後１時30分 詩吟講座、陶芸講座（自主） 午後１時

太極拳講座、陶芸講座（自主） 午前10時 民謡講座、陶芸講座（OB） 午前10時 謡曲講座、陶芸講座（合同） 午前10時

陶芸講座（自主）、教養講座 午後１時 陶芸講座（OB）、手芸講座 午後１時

パソコンサロン、カメラ撮影講座合同作品展 午前9時

生花講座、経験者陶芸講座 午前10時

経験者陶芸講座、パソコンサロン 午後１時

カメラ撮影講座合同作品展 午前9時 茶道講座、日舞講座 午前10時 ヨガ講座、陶芸講座（OB） 午前10時 陶芸講座（自主） 午前10時

歌謡講座、経験者陶芸講座 午前10時 謡曲講座（初級） 午前10時

布ぞうり講座 午前10時

筋力トレーニング教室 午後0時45分 陶芸講座（自主） 午後１時

経験者陶芸教室 午後１時 民謡講座 午後2時 陶芸講座（OB） 午後１時 書道講座、水墨画講座 午後１時

パソコンサロン、カメラ撮影講座合同作品展 午前9時 詩吟講座 午前9時30分 囲碁将棋 囲碁将棋
謡曲講座、カメラ撮影講座（Ｂ） 午前10時 陶芸講座（自主） 午前10時

バルーンアート教室 午前10時30分

パソコンサロン 午後１時 陶芸講座（自主） 午後１時

カメラ撮影講座合同作品展 午前9時 囲碁将棋 謡曲講座 午前10時

映画上映会 午前10時30分

春の寄せ植え教室 午前10時30分

カメラ撮影講座合同作品展 午前9時 太極拳講座 午前10時

陶芸講座（初級） 午前10時

のびのび体操 午前10時30分

陶芸講座（上級） 午後１時 絵画講座 午後１時

パソコンサロン、カメラ撮影講座合同作品展 午前9時 陶芸講座（初級） 午前10時 日舞講座、陶芸講座（OB） 午前10時 陶芸講座（自主） 午前10時

書道講座、ヨガ講座 午前10時 生花講座 午前10時30分

教養講座 午後１時 生花講座、陶芸講座（OB） 午後１時

パソコンサロン、木彫講座 午後１時 陶芸講座（上級） 午後１時 のびのび３B体操 午後１時30分 詩吟講座、陶芸講座（自主） 午後１時

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日（天皇誕生日） 休館日（天皇誕生日）

休館日（建国記念日） 休館日（建国記念日）

1 水

12 日

25 土

5 日

6

7

行　　事　　予　　定　　表

卯辰山公園健康交流センター

千　　　寿　　　閣
老人福祉センター
万　　　寿　　　苑

老人福祉センター
松　　　寿　　　荘

老人福祉センター
鶴　　　寿　　　園

休館日

休館日

休館日

2 木

3 金

4 土

月

火

8 水

9 木

10 金

11 土

13 月

14 火

15 水

21 火

16 木

17 金

18 土

28 火

22 水

23 木

24 金

26 日

27 月

19 日

20 月

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日（天皇誕生日）

休館日

休館日

休館日（建国記念日）


