
国分寺北部コミュニティセンターだより 
平成２３年８月発行

コミュニティセンターでは、大変の多くの方々が下記のような同好会活動を行っています。 

今年度は、コミュニティセンターの改修工事の為、場所が、国分寺北部会館（分館）や国分寺支所などへ

分散となっています。  

～皆様のご参加をお待ちしております～ 

曜日 時間 曜日 時間

絵手紙 絵手紙  第2.4月
10:00～12:00

13:00～15:00
福祉センター 秀月会 民踊 毎週水 9:30～12:00 分館２Ｆ

清香デジカメ
倶楽部

デジカメ 第1.3火 9:30～11:30 支所３Ｆ 松美会 舞踊 毎週水 13:00～16:00 分館２Ｆ

韓国語 韓国語 毎週火 19:00～21:00 支所３Ｆ 錦秀会 民踊 毎週水 18:30～21:30 分館２Ｆ

ウォーキング 軽運動 第３水 9:00～11:00 支所３Ｆ 民踊を楽しむ会 民踊 毎週木 9:30～11:30 分館２Ｆ

Joy Club 英会話 毎週水 13:30～15:00 支所３Ｆ 歌う民謡 民謡 毎週木 19:00～21:00 分館２Ｆ

山の会 里山登山 第2木 19:00～21:00 支所３Ｆ 春日会 民踊 毎週金 19:00～20:30 分館２Ｆ

フラワー
アレンジメント

フラワー
アレンジ

第2.4土 9:30～12:30 支所３Ｆ 絵画教室 絵画 毎週土  13:00～16:00 分館２Ｆ

五色書道会 書道 第2.4土 18:30～21:00 分館２Ｆ 【新居公民館】

写真 写真
第2月

第4水

9:30～12:00

18:30～21:30
支所３Ｆ 国分寺シニア 卓球 毎月 9:30～12:00

オリーブの会 ちぎり絵 毎週火 13:30～16:30 分館２Ｆ
国分寺ソシアル
ダンス同好会

社交ダンス 毎月 13:20～15:30

PRESENT
フラワー

アレンジ
第3水 18:30～21:30 支所３Ｆ 国分寺キッズ 子供ダンス 毎月 17:00～20:00

皐月俳句会 俳句 第1.２木 9:30～12:00 支所３Ｆ
リフレッシュ体操

すみれ会
体操

第1木

第2・4火

9:30～11:30

9:30～11:30

レザークラフト レザー 第1.3金 9:０0～12:00 分館２Ｆ
国分寺ダンス

同好会
ダンス 毎火 13:00～16:00

 まほろば吟詠会 詩吟 毎週土 9:30～11:30 分館２Ｆ フレンドおおくら 卓球 毎火 19:00～21:00

国分寺川柳会 川柳 第1土 13:00-15:00 福祉センター ふれんず 卓球 毎水 9:30～12:00

漢詩 漢詩 第3土 13:30～16:30 支所３Ｆ 仲良卓球同好会 卓球 毎水 13:00～15:00

中国語 中国語 毎週土 19:00～22:00 分館２Ｆ ウエストサイド 社交ダンス 毎水 19:00～21:30

フォークダンス

国分寺
フォークダンス 毎週火 9:00～12:00 支所３Ｆ シャルウィダンス 社交ダンス 第2･3･4･5木 9:40～12:00

グリーンエコー

ジュニア合唱団
児コーラス 毎週火 18:00～20:00 分館２Ｆ オリーブ 卓球 毎木 14:00～17:00 　

ヨーガ ヨーガ 毎週水 13:15～15:15 南部コミセン アンクレット 社交ダンス 毎木 18:00～21:00 　

ステップ体操 軽運動 毎週木 19:３0～2１:30 南部コミセン オレンジB44 卓球 毎金 9:30～12:00

水墨画 水墨画 第1.3金 13:30～16:00 分館２Ｆ
国分寺スポーツ

ダンス同好会
ダンス 毎金 13:00～16:00

グリーンエコー
国分寺

コーラス 毎週金 19:00～21:30 支所３Ｆ
新居カラオケ

同好会
カラオケ 第1･2･3･4金 19:00～21:30

太極拳サークル

”えん”
太極拳 毎週 土 10:00～12:00 支所３Ｆ

ブルーウェーブ

フラダンス
フラダンス 毎土 9:30～12:00

凧クラブ 凧作り 第１土 13:00～16:00 分館２Ｆ 国分寺卓友会 卓球 毎土 14:00～17:00

琴華会 大正琴 第1・3火 18:30～21:30 支所３Ｆ フラミンゴ 社交ダンス 毎土 19:00～21:30

琴華会 大正琴 第2・4月  9：00～12：00 分館２Ｆ

ラ パスギターアンサンブル

国分寺 ギター 毎週金 18:30～21:30 支所３Ｆ

陶芸 陶芸 毎週 土 9:00～12:00 分館２Ｆ

囲碁 囲碁 第2･3･4土 13:00～16:00 分館２Ｆ

パッチワーク パッチワーク 第1.3火 9:20～12:00 分館２Ｆ

場所
活動日

場所同好会名 内容 同好会名 内容
活動日



 北部コミュニティ協議会の管理施設 
 
 
 
 

北部コミュニティセンターが改修工事のため、今後実施予定のセンター講座は下記のとおりとなります。

会　場

分　館

平成23年度 コミュニティセンター講座（22年12月～23年３月）

講　座　名 月　日 時　間 内　　　容

園芸教室

13時30分～15時 折り込み広告から籠作り

12月25日
10時～12時 山野草の寄せ植え

 3月24日

センター

歴史講座
3月12日
3月26日

10時～12時 文化と歴史

人権学習 3月1日 9時～12時 身近な人権問題について

リサイクル工作 3月2日

（０８７）－８７４－７２０２

祝祭日、年末年始は休館です

なし

北部コミュニティセンター 北  部　会　館(分館) 新　居　公　民　館

北部小学校南西５０メートル 北部小学校南西６０メートル Ｒ１１南、国分寺中継ポンプ場東隣

平日・土曜日:午前9時から午後10時

日曜日：午前9時から午後5時

（０８７）－８７４－５８０５

冷房・暖房

１Ｆ　・事務室（工事期間中）

２Ｆ　・大広間・和室 ２Ｆ　・大会議室

　【北部コミュニティセンター耐震工事について】
　
　北部コミュニティセンターは、着工が遅れていま
すが、来年３月頃まで耐震工事が行われます。
完成すれば耐震工事に加え、バリアフリ―化さ
れた会館へリニューアルされます。また、センター
の１階は従来の研修室、調理室、会議室のほか
和室が新しく設置されます。
　工事期間中、地域の皆様や関係団体におかれ
ましては、ご不便をおかけしますことお詫び申し
上げます。

１Ｆ　・事務室

共用のパソコン・プリンター・軽印刷
機を設置しています


