
団　体　名 活動内容 活動曜日 活動時間 活動場所

1 ミニテニスクラブ ﾐﾆﾃﾆｽ 月・木 8：30～12：00

2 ソフトテニスサークル ｿﾌﾄﾃﾆｽ 水 8：30～12：00

3 JAふらの女性部上富良野支所たんぽぽ ﾐﾆﾃﾆｽ 水 9：30～12：30

4 旭友会 ｿﾌﾄﾐﾆﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 月 19：00～21：00

5 ビッグウェーブ ｿﾌﾄﾐﾆﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 月 19：00～21：00

6 ひまわりサークル ｿﾌﾄﾐﾆﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 火・木
火　19：00～21：00
木　10：00～12：00

7 パワーズ ｿﾌﾄﾐﾆﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 水 18：30～21：00

8 NO LIMIT ｿﾌﾄﾐﾆﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 水 18：30～21：00

9 ラベンダー ｿﾌﾄﾐﾆﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 木 10：00～12：00

10 ＰＩＮＫ ｿﾌﾄﾐﾆﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 木 19：00～21：00

11 はやぶさ ｿﾌﾄﾐﾆﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 木 18：00～21：00

12 よいしょ ｿﾌﾄﾐﾆﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 木 19：00～21：00

13 ASAHINO ｿﾌﾄﾐﾆﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 火 19：00～21：00

14 老連さわやかミニバレー ｿﾌﾄﾐﾆﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 火・木 13：00～16：00

15 島津住民会 ｿﾌﾄﾐﾆﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 月 19：00～21：00

16 日の出住民会 ｿﾌﾄﾐﾆﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 金 19：00～21：00

17 旭新あずま会ＦＣ ﾌﾛｱｶｰﾘﾝｸﾞ 月・金 8：30～12：00

18 大町積年会 ﾌﾛｱｶｰﾘﾝｸﾞ 月 13：00～16：00

19 老連フロアカーリング ﾌﾛｱｶｰﾘﾝｸﾞ 火 8：30～12：00

20 南町きらく会 ﾌﾛｱｶｰﾘﾝｸﾞ 水 8：30～12：00

21 緑町親和会 ﾌﾛｱｶｰﾘﾝｸﾞ 水 8：30～12：00

22 富原・日の出・島津老人会 ﾌﾛｱｶｰﾘﾝｸﾞ 月 13：00～15：30

23 サッカー少年団 サッカー 月・火・木・金・土 平日　15：30～18：00
休日　13：00～18：00

24 テニス協会 硬式テニス 土 18：00～21：00

25 マーガレットサークル 合唱 月 9：30～11：30 大集会室

26 レディースコーラス花音 合唱 木 10：00～12：00 大集会室

27 Ｒｅｊｏｉｃｅ　ｉｎ　Ｋｓ ゴスペル、コーラス 木 19：30～21：00 大集会室

28 綺羅羅会 大正琴 水 13：00～20：30 団体室

29 上ふらの筝曲サークル 筝曲 水 19：00～21：00 中集会室

30 老連ダンスサークル（月曜） ダンス 月 13：00～15：30 大集会室

令和4年度　冬季　定期利用団体名簿

アリーナ



団　体　名 活動内容 活動曜日 活動時間 活動場所

31 老連ダンスサークル（日曜） ダンス 日 19：00～21：00 大集会室

32 旭新あずま会さわやか会 体操 火 9：00～12：00 大集会室

33 南町きらく会麻雀教室 麻雀 木 13：00～16：30 団体室

34 旭新あずま会囲碁 囲碁 土 13：00～16：00 娯楽休憩室

35 フラワースマイル 育児サークル 火 10：00～12：00 中集会室

36 いないいないばぁ 育児サークル 水 10：00～12：00 中集会室

37 アミティ 育児サークル 木 14：00～17：00 中集会室

38 くれよん 育児サークル 火 9：30～12：00 中集会室

39 ひよこ友の会 育児サークル 水・土
水　10：00～12：00
土　13：30～15：30

中集会室

40 LET'S 育児サークル 木 10：00～12：00 中集会室

41 健康体操 体操 月・木 13：00～15：00 娯楽休憩室

42 上富ＦＤ協会（夜） フォークダンス 水・金 18：30～21：00 弓道場

43 舞宝夢Ｆ．Ｄ．Ｃ フォークダンス 火 9：30～11：30 弓道場

44 プティ・エトワール クラシックバレエ 金 15：45～17：00 剣道場

45 少林寺拳法上富良野道院拳友会 少林寺拳法 火・金 18：30～21：00 柔道場

46 総合空手道　示正會 空手 金 19：00～21：00 柔道場

47 日本戸山流居合道 居合道 土 18：00～20：00 剣道場

48 弓道会 弓道 土 13：00～17：00 弓道場

49 柔道少年団 柔道 月・水 18：30～20：30 柔道場

50 剣道少年団 剣道 火・木 17：30～20：30 剣道場

51 空手道（剛柔流）　魁星館 空手 月・木 18：00～21：00 剣道場

52 上富楽野ばどみんとんくらぶ バドミントン 火・木 19：30～21：00 上小

53 フットサル愛好会 フットサル 水 19：00～20：30 上小

54 m.k.BEARS ｿﾌﾄﾐﾆﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 金 19：00～21：00 西小

55 蹴魂 フットサル 金 19：00～21：00 上中

56 ファーストエイド ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 木 19：00～21：00 上中

57 マッシュポテト ミニバレー 水 19：00～21：00 上中

58 和道流　誠和会 空手 火・水・金 18：30～21：00
水・金　上小
火　　　上中

59 テニス協会 硬式テニス 月・水 19：00～21：00 東中小

60 東中ミニバレー愛好会 ミニバレー 火・金 19：30～21：00 東中小
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