
団体交流室 多目的研修室 点字制作室 対面朗読室

1 午前 読み聞かせひだまり 共募

月 午後 朗読と語りの会 共募

夜間 新生会 共募

2 午前 評議員会 共募

火 午後 シニアクラブ研修会 共募

夜間 共募

3 午前 泉区ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸ 共募

水 午後 災ボラ シニアクラブ連合会 共募

夜間 共募 AAいずみ野グループ

4 午前 音声訳ﾎﾞﾗﾝﾃィｱ泉 共募 泉区シニアクラブ連

木 午後 いずみおもちゃぐるーぷ 共募 音声訳ﾎﾞﾗﾝﾃィｱ泉

夜間 共募

5 午前 ﾊﾟｿｺﾝﾎﾞﾗﾝﾃィｱ泉 泉区シニアクラブ連合会 共募 ﾊﾟｿｺﾝﾎﾞﾗﾝﾃィｱ泉

金 午後 保護司会第2回定研 共募

夜間 共募

6 午前 わの会 中子連

土 午後 QQ勉強会

夜間

7 午前 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ１００団

日 午後 土曜コーラス ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ１００団

夜間

8 午前

月 午後 朗読と語りの会

夜間

9 午前 泉区消費生活推進員 子育てｻﾛﾝ運営委員会 地域ｺｰﾃﾞｲﾈｰﾀｰ連絡会

火 午後 PC友の会 更生保護女性会 保護司会

夜間

10 午前

水 午後 心を聴く市民ネットワーク 区社協

夜間 AAいずみ野グループ

11 午前 手話サークル鈴 アルテミス マミー 助成金審査会

木 午後 手話サークル鈴 ボラネット障害者支援部会

夜間

12 午前 ﾊﾟｿｺﾝﾎﾞﾗﾝﾃィｱ泉

金 午後 ハーモニカクラブ 事務局会議（区社協）

夜間

13 午前 ドクトルベアーズ 日赤講習会

土 午後 日赤講習会

夜間

14 午前 日赤講習会

日 午後 日赤QQの勉強会

夜間

15 午前 マミー

月 午後 マミー 朗読と語りの会 泉区シニアクラブ連合会

夜間 新生会

16 午前 PC友の会 遺族会 遺族会

火 午後 PC友の会 遺族会 遺族会

夜間 遺族会 遺族会

１０月



団体交流室 多目的研修室 点字制作室 対面朗読室

17 午前 さくらんぼ 広報編集委員会

水 午後 心を聴く市民ネットワーク 広報編集委員会

夜間 AAいずみ野グループ

18 午前 手話サークル鈴 いずみおもちゃぐるーぷ 音声訳ﾎﾞﾗﾝﾃィｱいずみ

木 午後 いずみおもちゃぐるーぷ 音声訳ﾎﾞﾗﾝﾃィｱいずみ

夜間

19 午前 ﾊﾟｿｺﾝﾎﾞﾗﾝﾃィｱ泉 道草の会

金 午後 ぴぐれっと わの会

夜間

20 午前 日赤救急法講習

土 午後 日赤救急法講習

夜間

21 午前 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ１００団 桜美会コーラス ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ１００団

日 午後 土曜コーラス ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ１００団

夜間

22 午前 第三者評価

月 午後 朗読と語りの会 第三者評価

夜間

23 午前 泉区シニアクラブ連合会

火 午後 地区社協分科会

夜間

24 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 心を聴く市民ネットワーク 区社協

夜間 AAいずみ野グループ

25 午前 手話サークル鈴 移動情報推進会議 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 フォンテ

26 午前 ﾊﾟｿｺﾝﾎﾞﾗﾝﾃィｱ泉

金 午後 全体会議（区社協） ハーモニカクラブ 事務局会議（区社協）

夜間 フォンテ

27 午前 アルテミス

土 午後 アルテミス

夜間 ボーイスカウト６２団

28 午前 アルテミス

日 午後 アルテミス

夜間

29 午前 マミー マミー マミー

月 午後 朗読と語りの会 マミー 虹の会

夜間

30 午前 PC友の会 ハッピークローバー

火 午後 PC友の会 土曜コーラス

夜間

31 午前 さくらんぼ 福祉教育ｻﾎﾟｰﾀｰ

水 午後 シニアクラブ連合会

夜間 AAいずみ野グループ

10月


