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3 年 2 月　船橋市武道センター　主な大会・行事予定表

年 2 月　船橋市武道センター　主な大会・行事予定表年 2 月　船橋市武道センター　主な大会・行事予定表

年 2 月　船橋市武道センター　主な大会・行事予定表

第２武道場（3F板）

1 月

床　改修工事のため利用不可

床　改修工事のため利用不可床　改修工事のため利用不可

床　改修工事のため利用不可

2 火

3 水

4 木

 

  

 武道センターZUMBA(ズンバ)教室

武道センターZUMBA(ズンバ)教室武道センターZUMBA(ズンバ)教室

武道センターZUMBA(ズンバ)教室

 

  

 13:30～14:30

13:30～14:3013:30～14:30

13:30～14:30

5 金

6 土

 

  

 武道センター新体操教室

武道センター新体操教室武道センター新体操教室

武道センター新体操教室

 

  

 キ　ッ　ズ　　13：05～13：55

キ　ッ　ズ　　13：05～13：55キ　ッ　ズ　　13：05～13：55

キ　ッ　ズ　　13：05～13：55

 

  

 ジュニアⅠ　13：55～14：55

ジュニアⅠ　13：55～14：55ジュニアⅠ　13：55～14：55

ジュニアⅠ　13：55～14：55

7 日

8 月

9 火

11 木

 

  

 武道センターZUMBA(ズンバ)教室

武道センターZUMBA(ズンバ)教室武道センターZUMBA(ズンバ)教室

武道センターZUMBA(ズンバ)教室

 

  

 13:30～14:30

13:30～14:3013:30～14:30

13:30～14:30

12 金

13 土

 

  

 武道センター新体操教室

武道センター新体操教室武道センター新体操教室

武道センター新体操教室

 

  

 キ　ッ　ズ　　13：05～13：55

キ　ッ　ズ　　13：05～13：55キ　ッ　ズ　　13：05～13：55

キ　ッ　ズ　　13：05～13：55

 

  

 ジュニアⅠ　13：55～14：55

ジュニアⅠ　13：55～14：55ジュニアⅠ　13：55～14：55

ジュニアⅠ　13：55～14：55

14 日

15 月

16 火

17 水

18 木

 

  

 武道センターZUMBA(ズンバ)教室

武道センターZUMBA(ズンバ)教室武道センターZUMBA(ズンバ)教室

武道センターZUMBA(ズンバ)教室

 

  

 13:30～14:30

13:30～14:3013:30～14:30

13:30～14:30

19 金

20 土

 

  

 武道センター新体操教室

武道センター新体操教室武道センター新体操教室

武道センター新体操教室

 

  

 キ　ッ　ズ　　13：05～13：55

キ　ッ　ズ　　13：05～13：55キ　ッ　ズ　　13：05～13：55

キ　ッ　ズ　　13：05～13：55

 

  

 ジュニアⅠ　13：55～14：55

ジュニアⅠ　13：55～14：55ジュニアⅠ　13：55～14：55

ジュニアⅠ　13：55～14：55

21 日

22 月

23 火

講習会（空手道連盟） 13-17

講習会（空手道連盟） 13-17講習会（空手道連盟） 13-17

講習会（空手道連盟） 13-17

24 水

25 木

 

  

 武道センターZUMBA(ズンバ)教室

武道センターZUMBA(ズンバ)教室武道センターZUMBA(ズンバ)教室

武道センターZUMBA(ズンバ)教室

 

  

 13:30～14:30

13:30～14:3013:30～14:30

13:30～14:30

26 金

27 土

 

  

 武道センター新体操教室

武道センター新体操教室武道センター新体操教室

武道センター新体操教室

 

  

 キ　ッ　ズ　　13：05～13：55

キ　ッ　ズ　　13：05～13：55キ　ッ　ズ　　13：05～13：55

キ　ッ　ズ　　13：05～13：55

 

  

 ジュニアⅠ　13：55～14：55

ジュニアⅠ　13：55～14：55ジュニアⅠ　13：55～14：55

ジュニアⅠ　13：55～14：55

28 日

※会議室・和室の表示　　　第一会議室・・・①、第二会議室・・・②、和室（第三会議室）・・・和

 

  

 武道センターピラティス教室（4期）⑥

武道センターピラティス教室（4期）⑥武道センターピラティス教室（4期）⑥

武道センターピラティス教室（4期）⑥

 

  

 13：30－14：40

13：30－14：4013：30－14：40

13：30－14：40

行事調整会議　15-16

行事調整会議　15-16行事調整会議　15-16

行事調整会議　15-16

 

  

 武道センターバレエ教室 （金曜クラス）

武道センターバレエ教室 （金曜クラス）武道センターバレエ教室 （金曜クラス）

武道センターバレエ教室 （金曜クラス）

 

  

 キッズ　  　  15：40～16：25

キッズ　  　  15：40～16：25キッズ　  　  15：40～16：25

キッズ　  　  15：40～16：25

 

  

 ジュニアＡ　16：30～17：40

ジュニアＡ　16：30～17：40ジュニアＡ　16：30～17：40

ジュニアＡ　16：30～17：40

 

  

 ジュニアＢ　17：40～18：50

ジュニアＢ　17：40～18：50ジュニアＢ　17：40～18：50

ジュニアＢ　17：40～18：50

 

  

 武道センターフラダンス教室（4期）⑧

武道センターフラダンス教室（4期）⑧武道センターフラダンス教室（4期）⑧

武道センターフラダンス教室（4期）⑧

 

  

 13：05－14：15 (ビギナー）

13：05－14：15 (ビギナー）13：05－14：15 (ビギナー）

13：05－14：15 (ビギナー）

 

  

 14：20－15：30 (エンジョイ）

14：20－15：30 (エンジョイ）14：20－15：30 (エンジョイ）

14：20－15：30 (エンジョイ）

 

  

 武道センターバレエ教室 （金曜クラス）

武道センターバレエ教室 （金曜クラス）武道センターバレエ教室 （金曜クラス）

武道センターバレエ教室 （金曜クラス）

 

  

 キッズ　  　  15：40～16：25

キッズ　  　  15：40～16：25キッズ　  　  15：40～16：25

キッズ　  　  15：40～16：25

 

  

 ジュニアＡ　16：30～17：40

ジュニアＡ　16：30～17：40ジュニアＡ　16：30～17：40

ジュニアＡ　16：30～17：40

 

  

 ジュニアＢ　17：40～18：50

ジュニアＢ　17：40～18：50ジュニアＢ　17：40～18：50

ジュニアＢ　17：40～18：50

 

  

 武道センターピラティス教室（4期）⑧

武道センターピラティス教室（4期）⑧武道センターピラティス教室（4期）⑧

武道センターピラティス教室（4期）⑧

 

  

 13：30－14：40

13：30－14：4013：30－14：40

13：30－14：40

 

  

 武道センター癒しのヨガ教室（４期）⑦

武道センター癒しのヨガ教室（４期）⑦武道センター癒しのヨガ教室（４期）⑦

武道センター癒しのヨガ教室（４期）⑦

 

  

 9：30－10：40

9：30－10：409：30－10：40

9：30－10：40

 

  

 武道センター太極拳教室 15：10～16：50

武道センター太極拳教室 15：10～16：50武道センター太極拳教室 15：10～16：50

武道センター太極拳教室 15：10～16：50

定期利用団体連絡協議会　15-16

定期利用団体連絡協議会　15-16定期利用団体連絡協議会　15-16

定期利用団体連絡協議会　15-16

 

  

 武道センターいきいきはつらつ健康体操教室（４期）

武道センターいきいきはつらつ健康体操教室（４期）武道センターいきいきはつらつ健康体操教室（４期）

武道センターいきいきはつらつ健康体操教室（４期）

 

  

 ⑦　9：30－10：40

⑦　9：30－10：40⑦　9：30－10：40

⑦　9：30－10：40

 

  

 武道センターコンディショニングヨガ教室（4期）⑦

武道センターコンディショニングヨガ教室（4期）⑦武道センターコンディショニングヨガ教室（4期）⑦

武道センターコンディショニングヨガ教室（4期）⑦

 

  

 11：20－12：30

11：20－12：3011：20－12：30

11：20－12：30

 

  

 武道センターバレエ教室（火曜クラス）

武道センターバレエ教室（火曜クラス）武道センターバレエ教室（火曜クラス）

武道センターバレエ教室（火曜クラス）

 

  

 キッズ　  　  15：40～16：25

キッズ　  　  15：40～16：25キッズ　  　  15：40～16：25

キッズ　  　  15：40～16：25

 

  

 ジュニアＡ　16：30～17：40

ジュニアＡ　16：30～17：40ジュニアＡ　16：30～17：40

ジュニアＡ　16：30～17：40

 

  

 ジュニアＢ　17：40～18：50

ジュニアＢ　17：40～18：50ジュニアＢ　17：40～18：50

ジュニアＢ　17：40～18：50

 

  

 船橋市中学校強化練習会（柔道連盟） 9-17

船橋市中学校強化練習会（柔道連盟） 9-17船橋市中学校強化練習会（柔道連盟） 9-17

船橋市中学校強化練習会（柔道連盟） 9-17  

  

 書道教室11－13（和室）

書道教室11－13（和室）書道教室11－13（和室）

書道教室11－13（和室）

 

  

 武道センター癒しのヨガ教室（４期）⑥

武道センター癒しのヨガ教室（４期）⑥武道センター癒しのヨガ教室（４期）⑥

武道センター癒しのヨガ教室（４期）⑥

 

  

 9：30－10：40

9：30－10：409：30－10：40

9：30－10：40

 

  

 武道センター太極拳教室 15：10～16：50

武道センター太極拳教室 15：10～16：50武道センター太極拳教室 15：10～16：50

武道センター太極拳教室 15：10～16：50

 

  

 武道センターフラダンス教室（4期）⑦

武道センターフラダンス教室（4期）⑦武道センターフラダンス教室（4期）⑦

武道センターフラダンス教室（4期）⑦

 

  

 13：05－14：15 (ビギナー）

13：05－14：15 (ビギナー）13：05－14：15 (ビギナー）

13：05－14：15 (ビギナー）

 

  

 14：20－15：30 (エンジョイ）

14：20－15：30 (エンジョイ）14：20－15：30 (エンジョイ）

14：20－15：30 (エンジョイ）

 

  

 武道センターバレエ教室 （金曜クラス）

武道センターバレエ教室 （金曜クラス）武道センターバレエ教室 （金曜クラス）

武道センターバレエ教室 （金曜クラス）

 

  

 キッズ　  　  15：40～16：25

キッズ　  　  15：40～16：25キッズ　  　  15：40～16：25

キッズ　  　  15：40～16：25

 

  

 ジュニアＡ　16：30～17：40

ジュニアＡ　16：30～17：40ジュニアＡ　16：30～17：40

ジュニアＡ　16：30～17：40

 

  

 ジュニアＢ　17：40～18：50

ジュニアＢ　17：40～18：50ジュニアＢ　17：40～18：50

ジュニアＢ　17：40～18：50

 

  

 武道センターいきいきはつらつ健康体操教室（４期）

武道センターいきいきはつらつ健康体操教室（４期）武道センターいきいきはつらつ健康体操教室（４期）

武道センターいきいきはつらつ健康体操教室（４期）

 

  

 ⑥　9：30－10：40

⑥　9：30－10：40⑥　9：30－10：40

⑥　9：30－10：40

 

  

 武道センターコンディショニングヨガ教室（4期）⑥

武道センターコンディショニングヨガ教室（4期）⑥武道センターコンディショニングヨガ教室（4期）⑥

武道センターコンディショニングヨガ教室（4期）⑥

 

  

 11：20－12：30

11：20－12：3011：20－12：30

11：20－12：30

 

  

 武道センターバレエ教室（火曜クラス）

武道センターバレエ教室（火曜クラス）武道センターバレエ教室（火曜クラス）

武道センターバレエ教室（火曜クラス）

 

  

 キッズ　  　  15：40～16：25

キッズ　  　  15：40～16：25キッズ　  　  15：40～16：25

キッズ　  　  15：40～16：25

 

  

 ジュニアＡ　16：30～17：40

ジュニアＡ　16：30～17：40ジュニアＡ　16：30～17：40

ジュニアＡ　16：30～17：40

 

  

 ジュニアＢ　17：40～18：50

ジュニアＢ　17：40～18：50ジュニアＢ　17：40～18：50

ジュニアＢ　17：40～18：50

 

  

 武道センターピラティス教室（4期）⑦

武道センターピラティス教室（4期）⑦武道センターピラティス教室（4期）⑦

武道センターピラティス教室（4期）⑦

 

  

 13：30－14：40

13：30－14：4013：30－14：40

13：30－14：40

 

  

 武道センターフラダンス教室（4期）⑥

武道センターフラダンス教室（4期）⑥武道センターフラダンス教室（4期）⑥

武道センターフラダンス教室（4期）⑥

 

  

 13：05－14：15 (ビギナー）

13：05－14：15 (ビギナー）13：05－14：15 (ビギナー）

13：05－14：15 (ビギナー）

 

  

 14：20－15：30 (エンジョイ）

14：20－15：30 (エンジョイ）14：20－15：30 (エンジョイ）

14：20－15：30 (エンジョイ）

 

  

 千葉県中学生強化練習会・女子（柔道連盟） 9-17

千葉県中学生強化練習会・女子（柔道連盟） 9-17千葉県中学生強化練習会・女子（柔道連盟） 9-17

千葉県中学生強化練習会・女子（柔道連盟） 9-17

 

  

 武道センターいきいきはつらつ健康体操教室（４期）

武道センターいきいきはつらつ健康体操教室（４期）武道センターいきいきはつらつ健康体操教室（４期）

武道センターいきいきはつらつ健康体操教室（４期）

 

  

 ⑤　9：30－10：40

⑤　9：30－10：40⑤　9：30－10：40

⑤　9：30－10：40

 

  

 武道センターコンディショニングヨガ教室（4期）⑤

武道センターコンディショニングヨガ教室（4期）⑤武道センターコンディショニングヨガ教室（4期）⑤

武道センターコンディショニングヨガ教室（4期）⑤

 

  

 11：20－12：30

11：20－12：3011：20－12：30

11：20－12：30

 

  

 武道センターバレエ教室（火曜クラス）

武道センターバレエ教室（火曜クラス）武道センターバレエ教室（火曜クラス）

武道センターバレエ教室（火曜クラス）

 

  

 キッズ　  　  15：40～16：25

キッズ　  　  15：40～16：25キッズ　  　  15：40～16：25

キッズ　  　  15：40～16：25

 

  

 ジュニアＡ　16：30～17：40

ジュニアＡ　16：30～17：40ジュニアＡ　16：30～17：40

ジュニアＡ　16：30～17：40

 

  

 ジュニアＢ　17：40～18：50

ジュニアＢ　17：40～18：50ジュニアＢ　17：40～18：50

ジュニアＢ　17：40～18：50

 

  

 武道センター癒しのヨガ教室（４期）⑤

武道センター癒しのヨガ教室（４期）⑤武道センター癒しのヨガ教室（４期）⑤

武道センター癒しのヨガ教室（４期）⑤

 

  

 9：30－10：40

9：30－10：409：30－10：40

9：30－10：40

 

  

 武道センター太極拳教室 15：10～16：50

武道センター太極拳教室 15：10～16：50武道センター太極拳教室 15：10～16：50

武道センター太極拳教室 15：10～16：50

10 水

　休　館　日

　休　館　日　休　館　日

　休　館　日

 

  

 武道センターフラダンス教室（4期）⑤

武道センターフラダンス教室（4期）⑤武道センターフラダンス教室（4期）⑤

武道センターフラダンス教室（4期）⑤

 

  

 13：05－14：15 (ビギナー）

13：05－14：15 (ビギナー）13：05－14：15 (ビギナー）

13：05－14：15 (ビギナー）

 

  

 14：20－15：30 (エンジョイ）

14：20－15：30 (エンジョイ）14：20－15：30 (エンジョイ）

14：20－15：30 (エンジョイ）

 

  

 武道センターバレエ教室 （金曜クラス）

武道センターバレエ教室 （金曜クラス）武道センターバレエ教室 （金曜クラス）

武道センターバレエ教室 （金曜クラス）

 

  

 キッズ　  　  15：40～16：25

キッズ　  　  15：40～16：25キッズ　  　  15：40～16：25

キッズ　  　  15：40～16：25

 

  

 ジュニアＡ　16：30～17：40

ジュニアＡ　16：30～17：40ジュニアＡ　16：30～17：40

ジュニアＡ　16：30～17：40

 

  

 ジュニアＢ　17：40～18：50

ジュニアＢ　17：40～18：50ジュニアＢ　17：40～18：50

ジュニアＢ　17：40～18：50

 

  

 高校強化練習会(柔道連盟) 9-17

高校強化練習会(柔道連盟) 9-17高校強化練習会(柔道連盟) 9-17

高校強化練習会(柔道連盟) 9-17  

  

 書道教室11－13（和室）

書道教室11－13（和室）書道教室11－13（和室）

書道教室11－13（和室）

 

  

 武道センターピラティス教室（4期）⑤

武道センターピラティス教室（4期）⑤武道センターピラティス教室（4期）⑤

武道センターピラティス教室（4期）⑤

 

  

 13：30－14：40

13：30－14：4013：30－14：40

13：30－14：40

 

  

 武道センター癒しのヨガ教室（４期）④

武道センター癒しのヨガ教室（４期）④武道センター癒しのヨガ教室（４期）④

武道センター癒しのヨガ教室（４期）④

 

  

 9：30－10：40

9：30－10：409：30－10：40

9：30－10：40

 

  

 武道センター太極拳教室 15：10～16：50

武道センター太極拳教室 15：10～16：50武道センター太極拳教室 15：10～16：50

武道センター太極拳教室 15：10～16：50

 

  

 武道センターいきいきはつらつ健康体操教室（４期）

武道センターいきいきはつらつ健康体操教室（４期）武道センターいきいきはつらつ健康体操教室（４期）

武道センターいきいきはつらつ健康体操教室（４期）

 

  

 ④9：30－10：40

④9：30－10：40④9：30－10：40

④9：30－10：40

 

  

 武道センターコンディショニングヨガ教室（4期）④

武道センターコンディショニングヨガ教室（4期）④武道センターコンディショニングヨガ教室（4期）④

武道センターコンディショニングヨガ教室（4期）④

 

  

 11：20－12：30

11：20－12：3011：20－12：30

11：20－12：30

 

  

 武道センターバレエ教室（火曜クラス）

武道センターバレエ教室（火曜クラス）武道センターバレエ教室（火曜クラス）

武道センターバレエ教室（火曜クラス）

 

  

 キッズ　  　  15：40～16：25

キッズ　  　  15：40～16：25キッズ　  　  15：40～16：25

キッズ　  　  15：40～16：25

 

  

 ジュニアＡ　16：30～17：40

ジュニアＡ　16：30～17：40ジュニアＡ　16：30～17：40

ジュニアＡ　16：30～17：40

 

  

 ジュニアＢ　17：40～18：50

ジュニアＢ　17：40～18：50ジュニアＢ　17：40～18：50

ジュニアＢ　17：40～18：50

第１武道場（2F畳） 相撲場 会議室・和室　※注


