
団体交流室 多目的研修室 点字制作室 対面朗読室

1 午前 ハリダスヨーガ 更生保護協会　社明

土 午後 読み聞かせひだまり 更生保護協会　社明 さくらんぼ

夜間 更生保護協会　社明

2 午前 面打ち泉 泉区ゲートボール連合 更生保護協会　社明 面打ち泉

日 午後 面打ち泉 更生保護協会　社明 面打ち泉

夜間

3 午前 マミー 更生保護協会　社明

月 午後 朗読と語りの会

夜間 新生会全面使用

4 午前 ＰＣ友の会 子育てサポートシステム 子育てサポートシステム 子育てサポートシステム

火 午後 ＰＣ友の会 子育てサポートシステム 子育てサポートシステム 子育てサポートシステム

夜間 ハリダスヨーガ

5 午前 ボランテイアネットワーク 更女常務理事会

水 午後 災ボラ 泉区シニアクラブ連 心を聴く市民ﾈｯﾄﾜｰｸ

夜間 ＡＡいずみ野グループ

6 午前 音声訳ﾎﾞﾗﾝﾃｲｱいずみ マミー 泉区シニアクラブ連

木 午後 布おもちゃぐるーぷ マミー 音声訳ﾎﾞﾗﾝﾃｲｱいずみ

夜間

7 午前 パソボラ泉 読み聞かせひだまり パソボラ泉 泉区シニアクラブ連

金 午後 ﾊｰﾓﾆｶｸﾗﾌﾞ 泉区シニアクラブ連

夜間 すきっぷ

8 午前 おもちゃ病院ﾄﾞｸﾄﾙﾍﾞｱｰｽﾞ すきっぷ すきっぷ 中子連

土 午後

夜間

9 午前 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ100団

日 午後 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ100団 桜美会コーラス

夜間

10 午前 ハッピークローバー マミー マミー

月 午後 マミー 朗読と語りの会 マミー 虹の会

夜間

11 午前 いずみ中央消費 泉区子育てｻﾛﾝ運営委員会 泉区シニア連（手話ﾀﾞﾝｽ）

火 午後 ＰＣ友の会 更女 泉保護司会

夜間 ハリダスヨーガ

12 午前 ボランティア

水 午後 泉区シニア連

夜間 自立協 ＡＡいずみ野グループ

13 午前 手話サークル鈴 音声訳ﾎﾞﾗﾝﾃｲｱいずみ

木 午後 アルテミス ハピネス 音声訳ﾎﾞﾗﾝﾃｲｱいずみ

夜間 つぼみの家 ハピネス

14 午前 パソボラ泉 泉区シニア連 ボラセン打合せ パソボラ泉

金 午後 泉区シニア連 わの会 区社協

夜間

15 午前 ハリダスヨーガ

土 午後

夜間

16 午前 面打ち泉 ガールスカウト100団 面打ち泉

日 午後 面打ち泉 面打ち泉

夜間
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17 午前

月 午後 朗読と語りの会

夜間

18 午前 ＰＣ友の会 泉区シニア連 音声訳いずみ 泉区遺族会

火 午後 ＰＣ友の会 泉区シニア連 音声訳いずみ 泉区シニア連（幹部会）

夜間 ハリダスヨーガ

19 午前 音声訳いずみ

水 午後 泉区シニア連 音声訳いずみ 心を聴く市民ネットワーク

夜間 ＡＡいずみ野グループ

20 午前 手話サークル鈴 布おもちゃぐるーぷ ボラセン

木 午後 布おもちゃぐるーぷ

夜間

21 午前 パソボラ泉

金 午後 ハーモニカクラブ

夜間

22 午前 ハリダスヨーガ

土 午後 桜美会コーラス

夜間

23 午前

日 午後

夜間

24 午前 泉区シニア連 泉区シニア連（監査）

月 午後 サマースクール 朗読と語りの会 泉区シニア連（監査）

夜間

25 午前 泉区シニア連

火 午後 泉区シニア連

夜間 ハリダスヨーガ

26 午前 和泉中央子育てｻﾛﾝ フリースペースいずみ

水 午後 中田支援ﾁｰﾑ 泉区シニア連 サマースクール

夜間 中田支援ﾁｰﾑ AAいずみ野グループ

27 午前 手話サークル鈴 ひまわり相談 ひまわり相談

木 午後 アルテミス ひまわり相談 ひまわり相談

夜間

28 午前 パソボラ泉 サマースクール

金 午後 区社協 泉区シニアクラブ連 ACミーテｲﾝｸﾞ 区社協

夜間

29 午前 和泉中央消費生活推進 サマースクール防災 和泉中央消費生活推進

土 午後 和泉中央消費生活推進 サマースクール防災 和泉中央消費生活推進

夜間 和泉中央消費生活推進 和泉中央消費生活推進

30 午前 和泉中央消費生活推進 ハッピークローバー 和泉中央消費生活推進

日 午後 和泉中央消費生活推進 サマースクール 和泉中央消費生活推進

夜間

31 午前 ハッピークローバー 事務調査

月 午後 事務調査

夜間 新生会全面使用
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