
深川小学校
1 （日） 2 （月） 3 （火） 4 （水） 5 （木） 6 （金） 7 （土）

8 （日） 9 （月） 10 （火） 11 （水） 12 （木） 13 （金） 14 （土）

15 （日） 16 （月） 17 （火） 18 （水） 19 （木） 20 （金） 21 （土）

22 （日） 23 （月） 24 （火） 25 （水） 26 （木） 27 （金） 28 （土）

29 （日） 30 （月） 31 （火）

令和４年　５月利用カレンダー

深川マーブル

ひまわり

中央同好会

PT

中央同好会 中央同好会

抜群 深川マーブル

ひまわり ふかがわバドミントン同好会 かたくり

抜群 深川マーブル

ひまわり ふかがわバドミントン同好会 かたくり

PT

中央同好会 中央同好会

PT

中央同好会

抜群 深川マーブル

ひまわり ふかがわバドミントン同好会 かたくり

中央同好会

PT

中央同好会

ひまわり



一已小学校
1 （日） 2 （月） 3 （火） 4 （水） 5 （木） 6 （金） 7 （土）

8 （日） 9 （月） 10 （火） 11 （水） 12 （木） 13 （金） 14 （土）

15 （日） 16 （月） 17 （火） 18 （水） 19 （木） 20 （金） 21 （土）

22 （日） 23 （月） 24 （火） 25 （水） 26 （木） 27 （金） 28 （土）

29 （日） 30 （月） 31 （火）

未来ファーム

一已バドミントン同好会

一已バトルス 一已バトルス

未来ファーム 未来ファーム

一已バドミントン同好会

北空知信用金庫

一已バドミントン同好会

一已バトルス 一已バトルス

未来ファーム 未来ファーム

北空知信用金庫

一已バドミントン同好会

一已バトルス 一已バトルス

未来ファーム 未来ファーム

北空知信用金庫

一已バトルス

未来ファーム



北新小学校
1 （日） 2 （月） 3 （火） 4 （水） 5 （木） 6 （金） 7 （土）

8 （日） 9 （月） 10 （火） 11 （水） 12 （木） 13 （金） 14 （土）

15 （日） 16 （月） 17 （火） 18 （水） 19 （木） 20 （金） 21 （土）

22 （日） 23 （月） 24 （火） 25 （水） 26 （木） 27 （金） 28 （土）

29 （日） 30 （月） 31 （火）

あけぼのバドミントン同好会

北空知信用金庫

あけぼのバドミントン同好会 あけぼのバドミントン同好会

あけぼのバドミントン同好会 あけぼのバドミントン同好会

北空知信用金庫

あけぼのバドミントン同好会 あけぼのバドミントン同好会

北空知信用金庫

※３０日（月）３１日（火）は運動会特別日課のため利用出来ません



納内小学校
1 2 （月） 3 （火） 4 （水） 5 （木） 6 （金） 7 （土）

8 （日） 9 （月） 10 （火） 11 （水） 12 （木） 13 （金） 14 （土）

15 （日） 16 （月） 17 （火） 18 （水） 19 （木） 20 （金） 21 （土）

22 （日） 23 （月） 24 （火） 25 （水） 26 （木） 27 （金） 28 （土）

29 （日） 30 （月） 31 （火）

HOPE

深川FAバドミントン少年団

HOPE HOPE

清祥園 PT

深川FAバドミントン少年団 深川FAバドミントン少年団

深川FAバドミントン少年団

深川FAバドミントン少年団

HOPE

清祥園 PT

深川FAバドミントン少年団 深川FAバドミントン少年団

HOPE HOPE

清祥園

深川FAバドミントン少年団 深川FAバドミントン少年団

※５月２６日（木）から６月６日（月）まで運動会の準備等のため利用出来ません



音江小学校
1 （日） 2 （月） 3 （火） 4 （水） 5 （木） 6 （金） 7 （土）

8 （日） 9 （月） 10 （火） 11 （水） 12 （木） 13 （金） 14 （土）

15 （日） 16 （月） 17 （火） 18 （水） 19 （木） 20 （金） 21 （土）

22 （日） 23 （月） 24 （火） 25 （水） 26 （木） 27 （金） 28 （土）

29 （日） 30 （月） 31 （火）

ロケット団 音江卓球サークル

音江シャトル 音江シャトル

ロケット団 ロケット団 音江卓球サークル

ロケット団 ロケット団 音江卓球サークル

音江シャトル 音江シャトル

ロケット団 ロケット団 音江卓球サークル

音江シャトル 音江シャトル

音江シャトル

ロケット団



深川中学校
1 （日） 2 （月） 3 （火） 4 （水） 5 （木） 6 （金） 7 （土）

8 （日） 9 （月） 10 （火） 11 （水） 12 （木） 13 （金） 14 （土）

15 （日） 16 （月） 17 （火） 18 （水） 19 （木） 20 （金） 21 （土）

22 （日） 23 （月） 24 （火） 25 （水） 26 （木） 27 （金） 28 （土）

29 （日） 30 （月） 31 （火）

チョップ

デュオファミリー

深川つくし 深川つくし

チョップ NUX ハイジ NUX

ウィングス ウィングス

深川つくし 深川つくし

デュオファミリー デュオファミリー

深川つくし 深川つくし

チョップ NUX ハイジ NUX

ウィングス ウィングス

デュオファミリー デュオファミリー

深川つくし 深川つくし

デュオファミリー デュオファミリー

チョップ NUX ハイジ NUX

ウィングス ウィングス

チョップ NUX

ウィングス

深川つくし



一已中学校
1 （日） 2 （月） 3 （火） 4 （水） 5 （木） 6 （金） 7 （土）

8 （日） 9 （月） 10 （火） 11 （水） 12 （木） 13 （金） 14 （土）

15 （日） 16 （月） 17 （火） 18 （水） 19 （木） 20 （金） 21 （土）

22 （日） 23 （月） 24 （火） 25 （水） 26 （木） 27 （金） 28 （土）

29 （日） 30 （月） 31 （火）

市役所バスケットボール

深川市役所バレーボール部

snackルージュ snackルージュ

深川市役所バレーボール部

市役所バスケットボール 深川２Bクラブ

深川市役所バレーボール部

市役所バスケットボール 深川２Bクラブ

深川市役所バレーボール部

snackルージュ snackルージュ

深川市役所バレーボール部

市役所バスケットボール 深川２Bクラブ

深川市役所バレーボール部

snackルージュ snackルージュ

深川市役所バレーボール部

市役所バスケットボール

snackルージュ

深川市役所バレーボール部


	5月

