
TEL.03-3814-2845  FAX.03-3814-2874
文京区本郷4-8-3-603

お見積もりは
無料です。
お気軽に

ご連絡下さい。
ベテランの
専門スタッフが
伺います

●一般家庭の定期清掃 ●マンション等の空気清浄
●その他、ご要望に応じて作業致します。

まかせて安心！  納得のいく料金システムで
あなたのお住まいをすみずみまでリフレッシュ！

第17回 5月31日（土）
開演：午後5時30分
（開場：午後5時）王子 北とぴあ・さくらホール

北とぴあ能

体験講座

櫻間 金記
仕舞 二人静

粟谷 能夫
櫻間 金記

狂言 仏師

野村 万蔵
能 鞍馬天狗

浅井 文義

JR京浜東北線王子駅北口・東京メトロ南北線王子駅より徒歩2分

料金（全席指定）

チケット販売

※小学生、セット券は、北とぴあ1

【一般】3,000円　【小学生】1,500円
【セット券】4,000円（大人1名と小学生1名）

【チケットぴあ】
電話予約0570（02）
Pコード382－498

【北とぴあ1階チケット売場】

鞍馬天狗

チケッ
ト

好評 !

※未就学児の入場はお断りしております。

【主催・問い合わせ】（財）北区文化振興財団 TEL.０３（５３９０）１２２１

公　演　情　報大 学 公 開 講 座 ハウスクリーニング子供服リサイクル 補　聴　器 音　楽　教　室

全国
90教

室

月々3150円毎日かよっても
パソコン教室なら

キュリオ・ステーション

パソコン教室中 国 語 教 室

◇綺麗な発音からスタート

◇授業時間は自由選択

◇無料体験授業あり

◇春期キャンペーン実施中

東京恵文中国語教室
（JR水道橋駅徒歩2分）

TEL：３５１１-８０２８
千代田区三崎町２-１７-９
マルヨシビル３F

www.chinahuiwen.comURL

授業風景

マンツーマン授業の中国語

JR水道橋駅

マクドナルド

日　大
法学部ココ

※主催者の都合により、記載内容が取消・変更される場合があります。詳しくは連絡先にお問合せください。

文京ミューズネット スケジュール

施設名 イベント 日　程 5月の休館（園）日 所在地 お問合せ

印刷博物館

本展示場 
　「デザイナー誕生ー1950年代日本のグラフィック」展
P&Pギャラリー
　「グラフィックトライアル2008」展

〜7月6日（日）

〜7月13日（日）

7・12・
19・26日

水道1-3-3
トッパン
小石川ビル

5840-2300

永青文庫（細川コレクション） 細川のお姫さま
華やかなるプリンセス・ライフ 〜6月22日（日） 7・8・12・

19・26日 目白台1-1-1 3941-0850

お茶の水おりがみ会館 塩崎文江「花の造形と書」展
5月中旬〜6月上旬
詳細はお問合せく
ださい。

日・祝 湯島1-7-14 3811-4025

オルゴールの小さな博物館

①25周年特別企画
　シャガールの『サーカス』展
②シャガールと創立25周年特別展
③シャガールとディスク・オルゴール展

①〜7月19日（土）
②〜5月17日（土）
③5月20日（火）〜
　7月19日（土）

土・日 目白台
3-25-14 3941-0008

礫
こいしかわ

川浮世絵美術館 浮世絵青絵具の変遷展 I
北斎赤冨士の謎を解く西洋の青 〜5月25日（日） 月 小石川1-2-3

小石川春日ビル5F 3812-7312

小石川後楽園 ①竹細工教室
②区立小学校の児童による田植え行事

①5月5日（祝）
②5月20日（火） なし 後楽1-6-6 3811-3015

講談社 野間記念館 リニューアルオープン
「横山大観と再興院展の仲間たち」 〜5月18日（日） 関口2-11-30 3945-0947

講道館 柔道資料館 常設展示 土・日・祝 春日1-16-30 3818-4562

史跡 湯島聖堂 生涯学習講座を開催しています。
詳細はお問合せください。 なし 湯島1-4-25

（財）斯文会 3251-4606

竹久夢二美術館 マルチアーティスト 竹久夢二の〈七つの顔〉展 〜6月29日（日） 月（5日は開館）弥生2-4-2 5689-0462

立原道造記念館 立原道造の世界Ⅴ
　絵画・建築設計図を中心として［前期］ 〜6月29日（日） 月（5日は開館）弥生2-4-5 5684-8780

トーキョーワンダーサイト本郷 Oコレクションによる空想美術館
INDEX#4  - YES  WE  CAN  DESTROY - 〜6月1日（日） 月（5日は開館）

7日（水） 本郷2-4-16 5689-5331

東京大学総合研究博物館 東京大学創立130周年記念事業特別展示
「鳥のビオソフィア−山階コレクションへの誘い」展 〜5月18日（日） 12日 本郷7-3-1 5777-8600

東京大学総合研究博物館
小石川分館

「驚異の部屋
  -The Chambers of Curiosities」展 常設展示中 月・火・水

（5・6日は開館） 白山3-7-1 5777-8600

東京大学大学院理学系研究科
附属植物園 月 白山3-7-1 3814-0138

東洋大学
井上円了記念博物館 日・祝 白山5-28-20 3945-8764

東洋文庫

春季東洋学講座 「三国志の世界を語る」
　①陳寿撰正史『三国志』の世界
　　　多田狷介（東洋文庫研究員）
　②三国時代の戦場
　　　窪添慶文（東洋文庫研究員）
　③地下史料から見る『三国志』
　　　阿部幸信（中央大学准教授）

①5月13日（火）

②5月20日（火）

③5月27日（火）

土・日・祝・
30日 本駒込2-28-21 3942-0328

日本サッカーミュージアム 月 本郷3-10-15 3830-2002

日本女子大学成瀬記念館 日本女子大学創立者 成瀬仁蔵
生誕150年記念展 「天職に生きる」 〜7月26日（土） 日・月・祝 目白台2-8-1 5981-3376

鳩山会館 常設展 月（5日は開館）音羽1-7-1 5976-2800

ファーブル昆虫館
（虫の詩人の館） 初心者向け標本教室（要予約） 5月25日（日） 月〜木

（5・6日は開館） 千駄木5-46-6 5815-6464

文京区立本郷図書館
鷗外記念室 庭園のみ公開（日曜のみ） 月〜土 千駄木1-23-4 5834-0156

文京ふるさと歴史館 常設展示
ミニ企画：子どもの遊び 小さな世界

7・12・19・
26・27日 本郷4-9-29 3818-7221

三菱史料館 常設展示 土・日・祝 湯島4-10-14 5802-8673

野球体育博物館 企画展 「世界に広がる野球」 〜6月22日（日） 12・19日 後楽1-3-61 3811-3600

弥生美術館 生誕百年 山川惣治展
〜戦後日本を勇気づけた「少年ケニヤ」〜 〜6月29日（日） 月（5日は開館）弥生2-4-3 3812-0012

六義園 つつじまつり 〜5月11日（日） なし 本駒込6-16-3 3941-2222

区内の歴史・
文化遺産に身近に触れる区内大学講座・講演会予定

大学名 講座名 講師 会場 日程 時間 定員/受講料 お問合せ

文京学院
大学

中央公論アダージョ提携講座
「想い出のベストセラー」

編集者、ジャーナリスト
藤野 光太郎

文京学院
大学

5月15日〜
7月17日
各木曜

18:30〜
20:00

30名
15,000円

生涯学習
センター
5684-4816

ちょっとだけアラビア探検
バークレーハウス語学セン
ター
アラビア語専任講師

5月13日（火）
5月20日（火）
5月27日（火）

10:30〜
12:00

15名
7,500円

簡単＆素敵　ゆかた美人
ゆかた着付けとヘア＆メイク

アロマ&ヘアメイクサロン
主宰
寿 マリコ

6月7日（土）
6月14日（土）

10:30〜
12:30
※14日は
12:00まで

15名
5,000円

日本女子
大学

社会の中の教育
ー今、教育現場で何が起きて
いるのか？ー

本学家政学部准教授
岡本吉生・坂田仰

日本女子大学
目白
キャンパス

5月22日（木）
6月12日（木）

14:00〜
15:30

30名
（申込順）

3,000円

生涯学習
センター
5981-3755

毎日の暮らしとボランティア
からみた社会Part2
〜家族が患者になったとき

Patient Advocate Liaison代表
古賀 眞美 ほか

6月20日〜
7月11日
各金曜

14:00〜
16:00

30名
（申込順）

8,000円

小学生のためのロジカルシ
ンキング入門

（小学3・4年生限定）

学習塾ロジム専任講師
野村 竜一

5月13日〜
7月15日
各火曜

16:00〜
18:00

15名
（申込順）

25,000円

拓殖大学

国際講座
韓国大統領選挙後の朝鮮半
島情勢

拓殖大学
海外事情研究所教授
荒木 和博

拓殖大学
C館301号室

5月10日（土） 10:30〜 定員なし
1,000円 拓殖大学

オープン
カレッジ課
3947-7166国際講座

軍事における民間セクター

拓殖大学
海外事情研究所教授
佐藤 丙午

5月24日（土） 10:30〜 定員なし
1,000円

東洋大学

アジアにおける生活文化の
広がり
ー遊び・人形・年中行事を通
してー

東洋大学文学部教授
比嘉 佑典
他4名

東洋大学
白山
キャンパス

5月31日〜
6月28日
各土曜

13:30〜
15:00

50名
2,500円

生涯学習
センター
3945-7635“還暦”を迎える中国

早稲田大学非常勤講師・
元東洋大学法学部教授
丹藤 佳紀

6月13日〜
7月4日
各金曜

14:00〜
15:30

40名
6,000円

日本の美をめぐる
ー江戸時代の造形文化ー

東洋大学非常勤講師
藤澤 紫

6月21日〜
7月19日
各土曜

14:00〜
16:00

40名
7,500円

東邦音楽
大学

日本の伝統音楽講座 都 一中

東邦音楽大学
大塚
キャンパス

5月24日（土）
6月14日（土）

10:00〜
12:00

100名
最少開講人員
20名
6,000円

エクステン
ションセンター
3946-9667

ちょっと嬉しい伴奏が弾きたい 東邦音楽大学講師
平田 紀子 6月7日（土） 13:00〜

15:00

50名
最少開講人員
20名
2,000円

蓄積したストレス軽減法 国吉 空 6月7日（土） 14:00〜
16:00

30名
最少開講人員
10名
2,000円

区内大学の講座予定をお知らせします。詳しくは各大学にお問い合せください。（奇数月に掲載します。）
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文京アカデミーS
スクエア

quareは財団ホームページでもご覧いただけます http://www.b-academy.jp/ （財団広報紙・情報紙をクリック） 文京アカデミーS
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アートウォール・シビック
「文京アカデミー展」開催中
　「アートウォール・シビック」は、シ
ビックセンター地下１階の壁面部
分を利用した展示スペースです。
　今月は、「文京アカデミー展」を
開催しています。

会　期 5月7日㈬〜5月30日㈮
会　場 シビックセンター地下１階吹きぬけ周囲

アカデミー文京文化事業係　5803-1120

文京アカデミア「パソコン」講座（ブログをはじめてみよう）受講生募集
　インターネットでの閲覧や検索をするだけでなく、自ら情報を発信してみたいという方対象の講座です。（パ
ソコンの入力作業、インターネットやメールをふだんから行っている方が対象の講座です）

対　象 区内在住・在勤･在学者（15歳以上 中学生を除く）　 講　師 富士通エフ・オー・エム（株）講師

定　員 各コース40名（超えた場合は抽選）　 費　用 3,900円（教材費含む）

締　切 5月23日㈮必着 ※5月30日（金）以降当落の返信がない場合はお問合せ下さい。

申　込 往復はがきに、①「パソコン講座」希望 ②希望のコース名（AもしくはB） ③住所 ④氏名（ふり
がな） ⑤年齢 ⑥性別 ⑦電話番号（在勤者は勤務先の名称・所在地・電話番号、在学者は学校名も）
と返信はがきの表にも住所・氏名を明記し
〒112-0003 文京区春日1-16-21 アカデミー文京学習推進係へ
※㈶文京アカデミーＨＰからも申込ができます。 http://www.b-academy.jp/

アカデミー文京学習推進係　5803-1119

第2期英語観光ボランティア育成講座
　文京区には魅力的な史跡・庭園等が多くあります。これらをボランティアとして英語でガイドする方の育成講座
を開講します。講義は全て英語で行ないます。

開　催 6月17日㈫〜3月下旬 全９回　 会　場 アカデミー文京 学習室及び屋外 
対　象 文京区在住、在勤の方、日常会話レベル以上の英語力を有する方、インターネット環境が整っている方
講　師 ミナイ・ナイル（USA）　 定　員 20名（応募多数の場合区民優先の上抽選）　 費　用 １万円　 締　切 5月23日㈮必着
申　込 文京アカデミーのＨＰ http://www.b-academy.jp から。
郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、応募動機を記入してください。 

アカデミー文京国際交流推進係　5803-1310

第３８回区民ゲートボール大会
日　時 6月14日㈯ 午前9時30分

（雨天の場合は21日㈯）
会　場 小石川運動場

対　象 区内在住・在勤・在学者
（小学生も参加できます）

定　員 40チーム
（1クラブ1チーム優先、超えた場合は抽選）

チーム編成 監督1人、選手5人、交代選手2人、計
8人以内（監督と選手の兼務は不可）

競技方法 トーナメント方式

費　用 無料

申　込 5月25日㈰まで文京区体育協会で随
時受付 ※申込時、選手の住所・氏名・生年月日・
年齢・電話番号を記入

代表者会議
日　時 5月25日㈰ 午後2時
会　場 小石川運動場

内　容 抽選、ルール確認等（代理出席可）

問合せ 文京区体育協会事務局
TEL.3944-0478

スポーツ事業課スポーツ青少年係　3944-2273

区民ソフトテニス大会
日　時 6月1日㈰ 午前9時00分

（雨天の場合は8日㈰）
会　場 竹早テニスコート
対　象 区内在住・在勤・在学の中学生以上（学連
ソフトテニス登録者は除く）または、文京区ソフト
テニス連盟、社会教育関係登録クラブの登録者

（当日、在住・在勤・在学を証明できるものを持参）
種　目 一般男子1・2部、一般女子1・2部、男女
シニア（55歳以上）
試合方法 トーナメント又はリーグ戦（参加者数による）
費　用 1組1,000円、シニアの部1人500円（大会当日納入）
締　切 5月16日㈮
申　込 所定の申込用紙を下記へFAXまたは持参
※電話での申し込み不可
文京区ソフトテニス連盟・星宅
　FAX.3944-6834（早朝・夜間不可）
文京区体育協会事務局  FAX.3944-5549
竹早テニスコート（持参のみ）

【申込用紙配布場所】スポーツセンター・竹早テ
ニスコート・文京アカデミー施設管理係
スポーツ事業課スポーツ青少年係　3944-2273

第138回　シビックコンサート
　今月は東邦音楽大学の皆さんによる『サクソフォンアンサンブル』をお送りいたします。

日　時 5月２8日㈬ 午後0時15分〜午後0時45分
会　場 区民ひろば（シビックセンター地下2階）　 内　容 サクソフォンアンサンブル
入場料 無料・直接会場へお越しください。

アカデミー文京文化事業係　5803-1120

｢春のバンドフェスティバル｣を開催します
　春の恒例となりました吹奏楽の
祭典「春のバンドフェスティバル」
を開催します。区内外の吹奏楽バ
ンドのほか、ゲストプレイヤーの演
奏やバンドクリニックを行います。
　多くの方々のご来場をお待ちしております。
日　時 ５月２５日㈰ 午後１時30分開演（午後１時開場）
会　場 文京シビックホール大ホール
出　演 文京区立明化小学校器楽部、京華学園、
埼玉栄高校、東京ミュージック＆メディアアーツ尚
美ビッグバンド、尚美ウインドオーケストラ（予定）
ゲスト 斉藤 充（ユーフォニアム奏者）
対　象 どなたでも　 入場料 無料
申　込 当日直接会場へお越し下さい。
定　員 1,500名（定員を超えた場合は入場を
お断りする場合があります）　
問合せ 「文京区の文化を推進する会」
春のバンドフェスティバル係 TEL.3814‐3301
※出演者・プログラムは変更となる場合があり

ます。予めご了承下さい。
アカデミー文京文化事業係　5803-1120

スポーツ交流ひろばに参加してみませんか？
　区立小・中学校の19校で曜日・種目を決めて、体
育館・校庭を開放しています。
　どの学校にも指導員がいますので、初心者の方
でも気軽にご参加下さい。

費　用 無料
申　込 事前の申込等は必要ありません。開放
日に直接各校へおいで下さい。
対　象 区内在住・在勤・在学者

（学校によって年齢制限等有）
問合せ ㈶文京アカデミースポーツ事業課

スポーツ青少年係 TEL.3944-2273
※体育館を使用する種目に参加される場合は、

体育館履きを持参して下さい。
※その他詳細は文京アカデミーのHPをご覧下さい。
　http://www.b-academy.jp/sports_kids/b04_01_j.html

スポーツ事業課スポーツ青少年係　3944-2273

〜 ｢文の京」の若手音楽家たち〜
文の京カレッジコンサート
参加団体募集

　文京区では、区内大
学等の音楽サークル・
クラブの皆様によりま
すコンサートを実施い
たします。
　日頃の練習の成果を発表してみませんか？

日　時 9月7日㈰午後2時開演
会　場 文京シビックホール小ホール
対　象 区内大学及び専門学校のサークル・クラブ
で下記の条件を満たす方（ジャンルは問いません）
①演奏形態が弦楽器・管楽器等の室内楽及び
コーラス等で出演者が２０名程度までである
こと。ただし一人（ソロ）での出演は除く。②音
響機器（アンプ・ＰＡ等）及び拡声装置を伴わな
い演奏形態であること。（コーラス等でマイク
を使用する場合はご相談ください）
定　員 8団体程度（超えた場合は抽選）
締　切 5月19日㈪（消印有効）　 参加費 無料
申　込 アカデミー文京文化事業係で配布する所
定の申込書に記入のうえ直接または郵送で下記へ
〒112-0003 文京区春日1-16-21

文の京カレッジコンサート実行委員会事務局
（アカデミー文京文化事業係内）

※参加団体の代表者は実行委員会に参加して
いただきます。（月１回程度で、第１回は6月上
旬に開催予定です）
アカデミー文京文化事業係　5803-1120

区民参加オペラCITTADINO歌劇団 第9期講習生募集
　歌うこと、演じることの楽しさを体験してみませんか。

■キャスト
●講習期間＝7月〜21年2月の毎週水曜日 午後6時30分〜9時の30回程度（予定）
●受 講 料＝32,000円（一括納入）

《オーディションのお知らせ》
【日時】6月15日（日）午後1時〜5時 【会場】シビックホール多目的室（文京シビックセンター地下1階）
【配役】ノルマ（ソプラノ）、アダルジーザ（ソプラノ又はメゾ・ソプラノ）、ポリオーネ（テノール）、
　　　オロヴェーゾ（バス）、クロティルデ（ソプラノ）、フラヴィオ（テノール）
※課題曲については、申込書をご覧ください。※キャスト応募の方には、オーディション詳細について後日通知します。

■合　唱
●講習期間＝7月〜21年2月の毎週日曜日 午後6時30分〜8時30分の30回程度（予定）
●受 講 料＝28,000円（一括納入）
●募集人員＝女声:ソプラノ20名、メゾ・ソプラノ20名、アルト20名、
　　　　　　男声:テノール20名、バリトン10名、バス10名

●応募方法（キャスト・合唱共通）
【応募対象】16歳以上ならどなたでも
【募集人員】キャスト15名程度（アンダースタディを含む）、合唱団100名程度（超えた場合は抽選）
【締　　切】5月30日（金）必着
【申　　込】指定の申込用紙に写真（スナップ可）を貼付し、80円切手1枚
　　　　　（キャストははがき1枚も必要）を同封の上、下記へ郵送してください。

【お問合せ・郵送先】〒112-0003 文京区春日1-16-21 アカデミー文京文化事業係
（文京シビックセンター地下1階） TEL.5803-1120

※申込書は、文京アカデミー各施設に用意してあります。なお、応募書類は返却いたしません。
※講習生の合否決定通知は、6月下旬に郵送します。※その他詳細につきましては、申込書をご覧ください。

CITTADINO歌劇団 第9期生公演予定のご案内
【日時】平成21年2月8日（日）午後2時 【会場】文京シビックホール 大ホール 【演目】ベッリーニ作曲「ノルマ」 

アカデミー文京文化事業係　5803-1120

前号の答え

応募総数28通、
正解率93％徳 川 綱 吉

文京博士文京博士これで
あ・な・た・も
これで
あ・な・た・も

※今月号の問題は紙面の都合により
　お休みさせていただきます。

第2回文京区民ダンススポーツ大会
日　時 5月25日㈰

選手受付：9時15分〜9時45分
競 技 会：10時〜

会　場 シビックセンター小ホール
対　象 区内在住・在勤者または当連盟加盟サークル
種　目 ワルツ・タンゴ・ルンバ・チャチャ
費　用 1種目1,000円（当日受付にて支払い）
入場料は無料
※重複出場可（追加1種目1,000円）
服　装 平服
※女性のヒールカバーはフロア保護の為、必ず

新しい革製のものを装着の事
申　込 5月9日㈮必着で往復はがきに出場者
氏名・フリガナ・リーダー又はパートナーの別・
出場種目（ダンススポーツ連盟加盟サークルは
サークル名も）を明記し、下記文京区ダンスス
ポーツ連盟へ
問合せ ダンススポーツ連盟・野村明美

〒112-0014 文京区関口1-11-11
TEL.3235-1206

スポーツ事業課スポーツ青少年係　3944-2273

スポーツ指導者の地域派遣制度を利用してみませんか？
　地域スポーツ団体の育成及び技術向上を目的に、スポーツリーダー・体育指導委員の地域派遣を行っています。

費　用 無料（区外への派遣の場合、交通費・宿泊費は利用者の負担になります）

申請方法 所定の申請書（スポーツセンターに有・文京アカデミーのHPからもダウンロード可）に必要事
項を記入し、派遣希望日の2週間前までに直接下記スポーツ青少年係までお持ち下さい。

問合せ 文京区大塚3-29-2（スポーツセンター内）
㈶文京アカデミースポーツ事業課スポーツ青少年係 TEL.3944-2273

※その他詳細は文京アカデミーのHPをご覧下さい。
http://www.b-academy.jp/sports_kids/b04_05_j.html

スポーツ事業課スポーツ青少年係　3944-2273

開講日時及び内容

開講日 時間 内容

7月 3日（木）
Ａコース　14:30〜16:30
Ｂコース　18:30〜20:30

（どちらか1コースを選択）

ブログの基礎知識・設計、ココログの基礎知識・登録

7月10日（木） ココログにログイン、ブログ管理、記事作成・編集等

7月17日（木） デザイン変更、テンプレート管理等

回 日　程 時　間 会　場 内　容
1 6月17日（火）

18:30〜20:30 アカデミー文京学習室

道真公と歩く湯島・本郷
2 6月24日（火） 千姫と歩く小石川
3 7月 1日（火） 芭蕉と歩く大塚・目白台
4 7月 8日（火） 鷗外と歩く本駒込
5  9月中旬

10:00〜12:00
実地研修
※土・日・祝日の午前中を予定。
　詳細は講座開始時にお知らせします。

白山神社例大祭〜周辺
6 10月下旬 根津・千駄木下町祭り〜周辺
7 11月中旬 湯島天満宮菊祭り〜周辺
8  2月下旬 湯島天満宮梅まつり〜周辺
9  3月下旬 播磨坂さくらまつり〜周辺

※上記内容につきましては変更になる場合もあります。

開放校 種目 曜日 場所 開放時間

柳町小 バドミントン 月

体育館

18:00〜21:00

バレーボール 木

関台小 卓球 木
ビーチボール 金

金富小 軽体操 月
ミニテニス 水

窪町小 卓球 金
軽体操 日  9:00〜12:00

湯島小 バドミントン 火
18:00〜21:00ミニテニス 金

根津小 軽体操 火
ビーチボール 日  9:00〜12:00

汐見小 バドミントン 月

18:00〜21:00ビーチボール 木

本郷小 卓球 月
軽体操 水

第一中 バドミントン 水 18:30〜21:00卓球 木

第三中 バスケットボール 金 18:15〜21:00
ソフトテニス 土 校庭 18:00〜21:00

第五中 バスケットボール 水

体育館 18:15〜21:00

卓球 金

第六中 卓球 水
バスケットボール 木

第七中 卓球 火
バレーボール 金

第八中 卓球 金
ソフトテニス 日 校庭  9:00〜12:00

第九中 卓球 月 体育館 18:15〜21:00
ソフトテニス 日 校庭  9:00〜12:00

第十中 卓球 水

体育館

18:15〜21:00
バレーボール 土 18:00〜21:00

文林中 バスケットボール 月 18:15〜21:00バレーボール 火

茗台中 ビーチボール 水 18:30〜21:00バドミントン 木

本郷台中 バスケットボール 火 18:15〜21:00
硬式テニス 日 校庭 13:00〜16:00

※学校行事等により、中止または開始時間が遅れる場合があります。


