
王催 利活動法人声屋市

<空手 >空手道体験 <ソフトテエス>ソフトテエスの日

日 0き】l①月7日 (日 )150き～170き

場 所】芦屋市立体吉館・青少年センター
対 象】幼児～一般
参加費】無料

柔道場・剣道場β  ぃ

〃 ふt申 込】当国会場にて受付
t内容等】基本、形、形演耐、組手の線習、体験入門
【問合先】芦屋空手協会 高橋 誠彦

くTEL/FAX〉 078-854-5212/① 90-7348-0660

日 0き】10月 7日 (日 )00き ～17Bき

蝙 璽1言蜃全国正
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霞1壁轡会場にて受付                 
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内容等】基礎練習後、試含                】
間合先】芦屋市ソフトテニス協会 高木 示D彦       `

く丁EL〉 ①90-8168-6116/0797-31-5160      ・
くEman〉 kazuhiko takagi53⑥gman com

<卓球>楽 しみましょう卓球を 1 <テエス>レッットライ !エンジョイテエスfor」unior

【日 3き】10月 8日 (月・視)0時 30の～12時
【場 所】芦屋市立体育館・喬少年センター 競技揚
【文]象】一般市民、卓球協会員
【参加費】無料
【申 込】当日会場にて受付
【内容等】初b者や中学生には協会員が指導致します。
【問合先】芦屋市卓球協会 野中 勇

〈TEL/FAX〉  0797-31-0409/① 90…7362…4292

【日 時】10月 8日 (月・祝)9時～130き

編嬰扇霜雀目三稀デ51Ъ歳まで    的
【参加費】600円
【申 込】9/30までに所定の申込用紙に記入の上、FA×にて受付  …
【内容等】ジュエア対象の初b者向けテニス体験教室
【問合先】芦屋市テニス協会谷□

くTEL〉 0797-22-3852くFA×〉①797-22-7634

韓ト

<ゴルフ>ゴルフワンポイントレッスン <バレーボール>市民ソフトバレーボールの集い

l①月8日 (月・視)13時～16時
戸屋カンツリー倶楽部             t
芦屋市在住・在勤の力 (満 18歳以上)

無料
9/1～ 9/24の間に芦屋カンツリー倶楽部まで
所定の用紙にてFAX又 はEメ ールにて申込
ゴルフワンポイントレッスン会を開催
芦屋市ゴルフ協会 」ヽ関 勝  〈Ema‖〉ashけa③ashけa cc orip
くTEL〉 0797-31-0501 〈FA×〉0797-32-1824

【日 Bき 】
【場 所】
【対 象】
【参加費】
【申 込】

【内容等】
【間含先】

編駅宣昂評:葵鼎 辰誌催雰犠 b露薬璧尋こぅ o
【参加費】1チーム500円 ※」ヽ口中・高生のみのチーム無料
【申 込】9/28までにチーム名、代表者名、住所、電話番暑、

及び選手名と年齢を
記入の上、FAX又はEメ ールで申込

【内容等】バドミントンコート、
柔らかいボールを使い1チーム4名でゲームを行う

【間合先】芦屋市バレーボール協会 沖倫子
くEma‖〉門ng56285⑥gmancOrn
〈TEL/FA× 〉0797-32-8633/① 9⑤-1694-2809

<バ ドミントン>バ ドミントン体験交流 <登山>市民 トレッキング

【日 B寺】l①月14日 (日 )9B寺～120き

【場 所】声屋市立体育館・青少年センター 競技場
【対 象】」ヽ学生～成人 (バ ドミントン末経験者・初|い者・初級者)  _
【参加費】300円  ※小学生～高校生は無料           ナ

 .
【申 込】当国会場にて受付
【内容等】バドミントンの体験 (ラケットの握り方からミニゲームまでの体験)

初|い者・初級者を対象としたバドミントンの講習
【間台先】声屋市バドミントン協会 國康 正則

くEma‖〉masa― kunihiro⑥ kcc zaq neip
くTEL/FAX〉 0797-35-5355/090-8239-O013

【日 Bき】10月 14日 (日 )98き～160き

【場 所】六甲山系
【対 象】一般市民と会員
【参加費】400円
【申 込】当日阪急電鉄声屋川駅】ヒ広場にて受付
【内容等】行き先⇒東お多福山 8150阪急芦屋川駅北広場集合 ※雨天決行
【問合先】戸屋登山会 平井 守

くTEL/FAX〉 0797-32-6415/09① -2723-4147
〈E man〉 m_hrai⑥‖On.odntneJp

<サッカー>キ ッズサッカー <弓道 >体協フェスタ弓道大会

編璽謂縛
生麟    ,

【参加費】無州
【申 込】当日会場にて受付               ψ

【内容等】ボール遊び etc.初めてサッカーを体験しよう   ォ″"的か
【間台先】芦屋市サッカー協会 河野 英桐

くTEL〉 0797-38-7199
くEma‖〉ashiyafc1 998⑥ gman corn

※留守番電話にて承り、折り返しご連絡致します。

口団
      道藤誓   舎【場 所】

【対 象】
劇 罰

     岬 し込み用柵こ氏名密 己刈IL【申 込】
【内容等】913①～1l i3①初b者弓道体験

V18,①①色的による弓道大会12100々
            くTEL/FA× 〉0797-32-4882【間含先】声屋市弓道協会 山退 昌紀

<ラグビー>初めてのラグビー <陸上競技 >声屋市陸上競技大会

【日 時
【場 所
【対 象
【参加費
【申 込
【内容等

【間合先

l①月21日 (日 )9Bき ～1203
芦屋中央公園芝生広場
芦屋市を中|い とした近隣の幼稚園～高校生、大人
無粗
当国会場にて受付
初心者にラグビーの楽しさを伝えるべく教室を実施し
初b者プログラムも実施
戸屋ラグビーツサエティ 河原 不□尚
TEL〉 090-9614-5287 くEma‖〉rsatkawahara⑥ gman com

10月 27日 (土 )9時～17時
戸屋市総合運動公園 陸上競技揚
市内在住・在勤・在学 (高校一般は市外司)、

市内スポーツ団体に在籍する方
【参加費】無料
【内容等】短、中、長距離走、リレー、走り幅砂8等※詳し<は間合せ先まで
【申 込】10/2① メ切、団体は団体申込書で申込、

|□人|よ①種目②氏名③年齢④連絡先 (住所 。電話)を記載の上、
下記住所にハガキ等で申込

【問合先】芦屋市陸上競技協会 上野 哲男
〒659-〇〇92 芦屋市大原町2511-202
〈TEL〉 ①90-3994-8330くEman〉 fwhs1 82①⑥nifty com
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<ソフトボール>体協フェスタソフトボール大会
【日 Bき】10月 28日 (日 )9Bき ～198き

【場 所】
〔対 象】              在住または在勤のチーム

【参加費】
【申 込】
【内容等】協会登録チーム及び申込みのあつたチームによるトーナメント戦
【間台先】芦屋ソフトボール協会 森本 勝則

〈TEL/FAX〉 078-452-2420/090-9715-7347


