
月　日 曜日 催し物名 時間 対　　象 使用場所 備　　　考

近江落語会 午前・午後 一般 大ホール・和室２ 落語会

鳰湖太極拳クラブ 午前・午後 一般 会議室１，２ 太極拳

4月2日 日 祇王地区老人クラブ 午前 会員 大ホール・和室１ 協力団体・会議

コカリナ　ひばり 午前 一般 和室1 コカリナ練習

太極拳祇王クラブ 午後 会員 大ホール 協力団体・太極拳

筆ペン同好会 午前・午後 一般 会議室２ 筆ペン

4月4日 火 休館日

4月5日 水 休館日

祇王小ＰＴＡ 午後・夜間 特定 会議室1 会議

リラ 午後 一般 会議室１ ダンス

祇王詩吟同好会 午前 会員 和室１ 協力団体・詩吟朗詠

エアロビモーニングスクール 午前 一般 会議室１ エアロビクス

野洲市選挙管理委員会 午後・夜間 特定 大ホール 準備

野洲市選挙管理委員会 全日 特定 大ホール 準備

祇王学区民生児童委員協議会 午前 特定 会議室１，２ 協力団体・会議

野洲市選挙管理委員会 全日 特定 大ホール 選挙投票所

野洲市選挙管理委員会 午前・午後 特定 和室1 控え室

花工房S＆Y 午前・午後 会員 会議室１ 協力団体・押し花・ハーバリュム

コミュニティセンターぎおう 午前 特定 和室1 各種団体監査

ゆかいな仲間コカリナ 午後 一般 和室１ コカリナ練習

太極拳祇王クラブ 午後 会員 大ホール 協力団体・太極拳

4月11日 火 休館日

4月12日 水 休館日

サンクラブ 午前 一般 大ホール 体操

上町　福寿会 午後 会員 大ホール 協力団体・ニュースポーツ

さわやかコーラス 午前 会員 大ホール 協力団体・コーラス

エアロビモーニングスクール 午前 一般 会議室１，２ エアロビクス

野洲市老人クラブ連合会 午後 一般 大ホール 体操

居合道同好会 夜間 会員 大ホール 協力団体・居合道

祇王小ＰＴＡ 夜間 会員 会議室１，２ 会議

ミルキーズ 午前 子ども 大ホール ダンス

祇王学区体育振興会 午後・夜間 会員 大ホール 協力団体・会議

4月16日 日 学区自治会長・まち協合同会議 午後 特定 大ホール 会議

コカリナ　ひばり 午前 一般 和室1 コカリナ練習

太極拳祇王クラブ 午後 会員 大ホール 協力団体・太極拳

筆ペン同好会 午前・午後 一般 会議室２ 筆ペン

4月18日 火 休館日

4月19日 水 休館日

4月20日 木 祇王地区老人クラブ 午後 会員 大ホール 協力団体・健康体操

居合道同好会 夜間 会員 大ホール 協力団体・居合道

祇王小ＰＴＡ 夜間 会員 会議室１，２ 会議

エアロビモーニングスクール 午前 一般 会議室１，２ エアロビクス

祇王詩吟同好会 午前 会員 和室1 協力団体・詩吟朗詠

祇王学区民生児童委員協議会 午前 会員 大ホール ぽかぽか広場

4月22日 土 守山野洲交通安全協会野洲支部 午後 一般 大ホール 会議

野洲写友クラブ 午前 会員 会議室1 協力団体・写真

おおはし腎透析クリニック腎友会 午前 一般 和室1 会議

太極拳祇王クラブ 午後 会員 大ホール 協力団体・太極拳

ゆかいな仲間コカリナ 午後 一般 和室1 コカリナ

野洲生活学校 午後 会員 和室２ 協力団体・会議

4月25日 火 休館日

4月26日 水 休館日

サンクラブ 午前 一般 大ホール 体操

上町　福寿会 午後 会員 大ホール 協力団体・ニュースポーツ

さわやかコーラス 午前 会員 大ホール 協力団体・コーラス

エアロビモーニングスクール 午前 一般 会議室１，２ エアロビクス

野洲市老人クラブ連合会 午後 一般 大ホール 体操

4月29日 土 休館日　祝日

祇王学区人権啓発推進協議会 午前 特定 大ホール 会議

祇王学区人権啓発推進協議会 午前 特定 和室1.２・会議室１ 会議・控室

祇王学区青少年育成会議 午後 特定 大ホール 会議

祇王学区青少年育成会議 午後 特定 和室1.２・会議室１ 会議・控室

清流館（スポ少年） 午後 一般 会議室２ 会議

4月27日 木

4月21日 金

4月23日 日

4月24日 月

4月14日 金

4月15日 土

4月17日 月

4月9日 日

4月10日 月

4月13日 木

木4月6日

4月7日 金

4月8日 土

4月28日 金

4月30日 日

令和　5年　４月　コミセンぎおう　予定表

4月1日 土

4月3日 月


