
２０２３年３月１５日現在

日 曜日 催し物名 時間 対象 使用場所 備考

4月1日 土 県梅の実会 午前・午後 一般 研修室2

野洲俳句会 午前 会員 会議室2 コミセン協力団体

中国語学習会 午前 一般 会議室3

英語愛好会 午前 一般 会議室4

ミックスボイス野洲道場 午後 会員 会議室4 コミセン協力団体

YASUおやじ倶楽部 午前・午後 会員 研修室4 コミセン協力団体

彩友会 午後 会員 研修室3 コミセン協力団体絵画

Ｒ-ｔｅｃｈ 午前・午後 一般 会議室1

野洲ＪＦＣ 夜間 一般 会議室1 ジュニアフットボールクラブ

4月2日 日 日本将棋連盟琵琶湖支部 午前・午後 一般 研修室1.2会1

美容と健康の会 午前・午後 一般 調理室

ベストグループ 午前・午後 一般 会議室3

4月3日 月 休館日

4月4日 火 休館日

4月5日 水 日本郵便(株) 午前・午後 一般 研修室1.2

ﾌﾗﾜｰｻｰｸﾙボンモマン 午前 一般 研修室3 フラワーアレンジメント

手話ｻｰｸﾙともしび 午前 会員 会議室1 手話ｻｰｸﾙ

野洲碁友会 午後 一般 会議室1 囲碁

自彊術 午後 会員 和室 コミセン協力団体

市民生活相談課Yaschool 夜間 中学生 会議室234研4調 Yasｃhool
野洲市国際協会 午前 一般 会議室2 外国語講座

アイレディース化粧品 午前 一般 会議室3

大正琴手まり 午後 会員 会議室2

悠紀の会大正琴 午前 会員 会議室4 コミセン協力団体

クローバーの会 午後 一般 会議室4

ル・プレソワール 午前 一般 研修室4 コーラス

野洲太極拳同好会 午後 会員 研修室4 コミセン協力団体

4月6日 木 外国人食品産業技能評価機構 午前・午後 一般 研修室2調理室

グループフォルム 午後 一般 研修室3 油絵・彫塑

エルセラーン化粧品 午後 一般 会議室1

裕基氣功 午前 一般 和室 健康体操

文化ホール【謡曲吉浪】 午後 一般 和室

とまとの会 午後 一般 会議室2

コールトウッテイ 午後 一般 会議室3 コーラス

ベストグループ 夜間 一般 会議室3

新日本婦人の会野洲支部 午後 一般 会議室4

文化協会 夜間 一般 会議室4

大正琴ブルースター 午後 一般 研修室4

4月7日 金 滋賀県高等技術専門校テクノカレッジ 午後 求職者 研修室1234会1234 就職面接会

あじさい会 午前 一般 研修室3 日本画

野洲碁友会 午後 一般 和室 囲碁

藤樹会 午前 会員 会議室3 コミセン協力団体

野洲市国際協会 夜間 一般 会議室2研修室4 外国語講座

土井社会保険労務士事務所 午前 一般 会議室4

らくらくピアノメロディー 午前 一般 研修室4

4月8日 土 コミセンやす協力団体説明会 午前 会員 研修室1.2 新年度説明会

学区民生委員・児童委員協議会 午後 役員 研修室1.2 定例会

野洲ＪＦＣ 夜間 一般 研修室1.2 ヤスジュニアフットボールクラブ

彩友会 午後 会員 研修室3 絵画

県梅の実会 午前・午後 一般 会議室1

Ｔａｃ 午前 一般 和室

中国語学習会 午前 一般 会議室3

三曲協会 午前 一般 会議室4

クールニオ 午後 一般 研修室4

4月9日 日 日本福祉大学滋賀県同窓会 午後 一般 会議室2

朗読ｻｰｸﾙひだまりの会 午前 会員 会議室4 コミセン協力団体

4月10日 月 休館日

4月11日 火 休館日

4月12日 水 ﾌﾗﾜｰｻｰｸﾙボンモマン 午前 一般 研修室3 フラワーアレンジメント

手話ｻｰｸﾙともしび 午前 一般 会議室1 手話ｻｰｸﾙ

野洲碁友会 午後 一般 会議室1 囲碁

自彊術 午後 会員 和室 コミセン協力団体

市民生活相談課Yaschool 夜間 中学生 会議室234研4調 Yasｃhool
野洲市国際協会 午前 一般 会議室2 外国語講座

健康推進課 午後 一般 会議室2

三曲協会 午前 一般 会議室3

うみ句会 午後 一般 会議室4

ビオラコール 午前 一般 研修室4 コーラス

らくらくピアノドレミ 午前 一般 研修室4 らくらくピアノ
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日 曜日 催し物名 時間 対象 使用場所 備考

4月13日 木 生涯学習スポーツ課 夜間 一般 研修室1.2.4

グループフォルム 午後 一般 研修室3 油絵・彫塑

親鸞聖人に学ぶ会 午前・午後 一般 会議室1

硯 友 会 夜間 一般 会議室1 書道

裕基氣功 午前 一般 和室 健康体操

新婦人フラ小組 午後 一般 和室

新婦人どんぐり班 午前 一般 会議室2

手仕事クラブ 午前 一般 会議室4

淡海句会 午後 一般 会議室4

エルダー体操①② 午後 一般 研修室4

4月14日 金 (株)イール 午前・午後 一般 研修室2

真宗佛光寺派滋賀南教区 夜間 一般 研修室2

パンジーの会 午後 会員 会議室1 コミセン協力団体

野洲碁友会 午後 一般 和室 囲碁

野洲市国際協会 夜間 一般 会議室２研修室4

藤樹会 午後 会員 会議室3 コミセン協力団体

ベストグループ 夜間 一般 会議室3

新日本補聴器(株) 午前・午後 一般 会議室4

4月15日 土 アイレディース化粧品 午前 一般 研修室2

kome no hana 午前 一般 調理室

英語愛好会 午前 一般 会議室2

YASUおやじ倶楽部 午前・午後 会員 会議室3 コミセン協力団体

第３回野洲学区人推協役員会 午前 役員 会議室4

ミックスボイス野洲道場 午後 会員 会議室4 コミセン協力団体

彩友会 午後 会員 研修室3 コミセン協力団体絵画

新日本婦人の会野洲支部 午前 一般 会議室1

4月16日 日 第1回野洲学区自治連合会 午前 役員 研修室3会議室1 自治会長会

野洲プラモデルサークル 午後 一般 研修室3

野洲早朝野球連盟 午前 一般 会議室2

公財）滋賀県国際協会 午前 一般 会議室3

悠紀笛の会 午後 会員 研修室4 コミセン協力団体篠笛

4月17日 月 休館日

4月18日 火 休館日

4月19日 水 野洲市民生委員高齢福祉部会 午前 一般 研修室1.2

ﾌﾗﾜｰｻｰｸﾙボンモマン 午前 一般 研修室3

手話ｻｰｸﾙともしび 午前 一般 会議室1 手話ｻｰｸﾙ

野洲碁友会 午後 一般 会議室1 囲碁

環境を考える会 夜間 一般 会議室1

自彊術 午後 会員 和室 コミセン協力団体

市民生活相談課Yaschool 夜間 中学生 会議室234研4調 Yasｃhool
野洲市国際協会 午前 一般 会議室2 外国語講座

ものの芽句会 午後 会員 会議室2 コミセン協力団体

新日本婦人の会野洲支部 午前 一般 会議室3

大正琴手まり 午後 会員 会議室3 コミセン協力団体

ル・プレソワール 午前 一般 研修室4 コーラス

野洲太極拳同好会 午後 会員 研修室4 コミセン協力団体

4月20日 木 ニナファーム 午後 一般 研修室1

新日本婦人の会野洲 午後 一般 会議室1

硯 友 会 夜間 一般 会議室1 書道

裕基氣功 午前 一般 和室 健康体操

文化ホール【謡曲吉浪】 午後 一般 和室

野洲生活学校 午後 一般 会議室2

コールトウッテイ 午後 一般 会議室3

ベストグループ 夜間 一般 会議室3

花水木句会 午後 一般 会議室4

大正琴ブルースター 午後 一般 研修室4

生涯学習スポーツ課 夜間 一般 研修室1.2

バルーン教室 午前 一般 研修室3

グループフォルム 午後 一般 研修室3

4月21日 金 北中工業㈱ 夜間 一般 研修室1.2

あじさい会 午前 一般 研修室3 日本画

野洲碁友会 午後 一般 和室 囲碁

野洲市国際協会 夜間 一般 会議室2.4.研修室4 外国語講座

藤樹会 午後 会員 会議室3 コミセン協力団体

クローバーの会 午後 一般 会議室4

らくらくピアノきらめき 午後 会員 研修室4 コミセン協力団体

らくらくピアノメロディー 午前 会員 研修室4 らくらくピアノ



日 曜日 催し物名 時間 対象 使用場所 備考

4月22日 土 滋賀県スポーツ少年団 午前・午後　 一般 研修室1.2

彩友会 午後 会員 研修室3　 コミセン協力団体

野洲市視覚障がい者協会 午前 一般 会議室1

YASUおやじ倶楽部 午前・午後　 会員 会議室2 コミセン協力団体

中国語学習会 午前 一般 会議室3

野洲市母親連合会 午後 一般 会議室3

日本てんかん協会滋賀県支部 午前 一般 会議室4

クールニオ 午後 一般 研修室4

めんだこあーとくらぶ 午前 一般 研修室3

4月23日 日 日本将棋連盟琵琶湖支部 午前・午後 一般 研修室1.2会1

第４回青少年育成会議役員会 午前 役員 会議室2 野洲学区

スクールソシャルワーカー研究会 午後 一般 会議室2

朗読ｻｰｸﾙひだまりの会 午前 会員 会議室4 コミセン協力団体

シャリエ自治会 午前 自治会員 研修室4

野洲市野球協会 夜間 一般 会議室1

手話ｻｰｸﾙともしび 午後 一般 和室

4月24日 月 休館日

4月25日 火 休館日

4月26日 水 ﾌﾗﾜｰｻｰｸﾙボンモマン 午前 一般 研修室3 フラワーアレンジメント

グループフォルム 午後 一般 研修室3 油絵・彫塑

手話ｻｰｸﾙともしび 午前 一般 会議室1 手話ｻｰｸﾙ

野洲碁友会 午後 一般 会議室1 囲碁

自彊術 午後 会員 和室 コミセン協力団体

市民生活相談課Yaschool 夜間 中学生 会議室234研4調 Yasｃhool

野洲市国際協会 午前 一般 会議室2 外国語講座

手編み同好会 午前 会員 会議室3 コミセン協力団体

悠紀の会大正琴 午前 会員 会議室4 コミセン協力団体

ビオラコール 午前 一般 研修室4 コーラス

らくらくピアノドレミ 午後 会員 研修室4 コミセン協力団体コーラス

4月27日 木 文化協会 夜間 一般 研修室1.2

裕基氣功 午前 一般 和室

新婦人フラ小組 午後 一般 和室

女声コーラスＷＩＮＤS 午前 一般 研修室4 女声コーラス

エルダー体操①② 午後 一般 研修室4 老人クラブ生きがいづくり

野っ太郎会 午前 一般 調理室

絵手紙クラブ 午前 一般 研修室3

親鸞聖人に学ぶ会 午前・午後 一般 会議室1

硯 友 会 夜間 一般 会議室1 書道

4月28日 金 (株)イール 午前・午後 一般 研修室2

パレット 午前・午後 一般 研修室3

野洲碁友会 午後 一般 和室 囲碁

野洲市国際協会 夜間 一般 研修室4会議室2 外国語講座

藤樹会 午後 会員 会議室3 コミセン協力団体

ラウレア 午後 一般 研修室4

4月29日 土 昭和の日休館日

4月30日 日 human note 午後 一般 研修室4 コーラス

＊これは3月15日現在の状況です。最新の貸館状況はコミセンやすまで

お問い合わせください。　　☎０７７－５８６－３８６４

＊教室へご加入希望等のお問い合わせもコミセンやすまでお願いします。


