
                                                                            

日付 曜日 部   名

大いに好奇心！！クリスマスマルクトツアー Bad Münstereifel / Burg Satzvey 文化部

オーケストラ同好会練習　10:00～14:00　/　ダンス同好会　18:00～20:00 日本クラブ　ホール　ライン 文化部/娯楽部

囲碁同好会例会 13:30～18:30 日本クラブ 娯楽部

TAIKO KIDS練習（子供の為の太鼓教室） 9:30～12:30 Cecilien-Gymnasium 文化部

バレーボール同好会練習　14:30～17:30 日本人学校体育館 運動部

バスケットボール同好会練習　12:30～17:30 市内体育館 / Hermannplatz 運動部

剣道部稽古　9:00～11:00 Justus-von-Liebig-Realschule 運動部

オーケストラ同好会練習　10:00～18:00 日本クラブ　ホール　ライン 文化部

バレーボール同好会大会出場　10:00～17:00 Erkrath-Hochdahl 運動部

バスケットボール同好会練習　12:30～17:30 市内体育館 / Lewitstr. 運動部

ちびっ子集まぁれ！ (M)コース 9:45～11:15/(N)コース　11:30～13:00 日本クラブ　ホール　ライン 総務管理部

邦楽同好会　13:00～17:30　/　太極拳　17:30～19:00 日本クラブ　ホール　ライン 文化部/生活部

剣道部稽古　19:30～21:00 Justus-von-Liebig-Realschule 運動部

健康教室　11:30～13:30　/　ヨガ同好会　17:00～19:00 日本クラブ　ホール　ライン 運動部

バスケットボール同好会練習　19:00～21:30 日本人学校体育館 運動部

図書整理　13:00～18:00 日本クラブ 図書部

さくらコーア練習　10:00～13:00 日本クラブ　ホール　ライン 文化部

空手同好会 19:00～21:00 日本人学校体育館 運動部

6 木 ブリッジ練習・初心者講習会 10:00～13:30 日本クラブ　ホール　ライン 娯楽部

7 金 ブリッジ練習会　10:00～13:30　/　赤ちゃんゴロゴロ 13:30～16:00　/　ヨガ同好会　17:00～19:00 日本クラブ　ホール　ライン 娯楽部/生活部/運動部

大いに好奇心！！オペラ鑑賞「ヘンゼルとグレーテル」 Deutsche Oper am Rhein 文化部

オーケストラ同好会練習　10:00～14:00 日本クラブ　ホール　ライン 文化部

囲碁同好会例会 13:30～18:30 日本クラブ 娯楽部

ダンス同好会　18:00～20:00 Tanzzentrum Montessori Schule 娯楽部

TAIKO KIDS練習（子供の為の太鼓教室） 9:30～12:30 Cecilien-Gymnasium 文化部

バレーボール同好会練習　14:30～17:30 日本人学校体育館 運動部

剣道部稽古　9:00～11:00 Justus-von-Liebig-Realschule 運動部

オーケストラ同好会練習　10:00～18:00 　/ 　メナーコーア練習　18:00～20:00 日本クラブ　ホール　ライン 文化部

バスケットボール同好会練習　12:30～17:30 市内体育館 / Lewitstr. 運動部

ちびっ子集まぁれ！ (M)コース 9:45～11:15/(N)コース　11:30～13:00 日本クラブ　ホール　ライン 総務管理部

邦楽同好会　13:00～17:30 日本クラブ　ホール　ライン 文化部

剣道部稽古　19:30～21:00 Justus-von-Liebig-Realschule 運動部

健康教室　11:30～13:30　/　ヨガ同好会　17:00～19:00 日本クラブ　ホール　ライン 運動部

バスケットボール同好会練習　19:00～21:30 日本人学校体育館 運動部

図書整理　13:00～18:00 日本クラブ 図書部

さくらコーア練習　10:00～13:00 日本クラブ　ホール　ライン 文化部

いけばな同好会「はなみずき」講習会　10:30～12:30 日本クラブ　小会議室 文化部

空手同好会 19:00～21:00 日本人学校体育館 運動部

13 木 ブリッジ練習・初心者講習会 10:00～13:30 日本クラブ　ホール　ライン 娯楽部

14 金 ブリッジ練習会　10:00～13:30　/　赤ちゃんゴロゴロ 13:30～16:00　/　ヨガ同好会　17:00～19:00 日本クラブ　ホール　ライン 娯楽部/生活部/運動部

オーケストラ同好会練習　10:00～14:00　/　ダンス同好会　18:00～20:00 日本クラブ　ホール　ライン 文化部/娯楽部

TAIKO KIDS練習（子供の為の太鼓教室） 9:30～12:30 Cecilien-Gymnasium 文化部

囲碁同好会例会 13:30～18:30 日本クラブ 娯楽部

バレーボール同好会練習　14:30～17:30 日本人学校体育館 運動部

バスケットボール同好会練習　12:30～17:30 市内体育館 / Hermannplatz 運動部

剣道部稽古　9:00～11:00 Justus-von-Liebig-Realschule 運動部

オーケストラ同好会練習　10:00～18:00 日本クラブ　ホール　ライン 文化部

バスケットボール同好会練習　12:30～17:30 市内体育館 / Lewitstr. 運動部

ちびっ子集まぁれ！ (M)コース 9:45～11:15/(N)コース　11:30～13:00 日本クラブ　ホール　ライン 総務管理部

邦楽同好会　13:00～17:30 日本クラブ　ホール　ライン 文化部

読み聞かせ会　14:20～15:10 くもんオーバーカッセル 図書部

健康教室　11:30～13:30　/　ヨガ同好会　17:00～19:00 日本クラブ　ホール　ライン 運動部

バスケットボール同好会練習　19:00～21:30 日本人学校体育館 運動部

図書整理　13:00～18:00 日本クラブ 図書部

着物着付け練習会　13:15～16:30 日本クラブ　ホール　ライン 文化部

空手同好会 19:00～21:00 日本人学校体育館 運動部

20 木 ブリッジ練習・初心者講習会 10:00～13:30 日本クラブ　ホール　ライン 娯楽部

21 金 ブリッジ練習会　10:00～13:30　/　赤ちゃんゴロゴロ 13:30～16:00　/　ヨガ同好会　17:00～19:00 日本クラブ　ホール　ライン 娯楽部/生活部/運動部

ダンス同好会　18:00～20:00 日本クラブ　ホール　ライン 娯楽部

囲碁同好会例会 13:30～18:30 日本クラブ 娯楽部

23 日 休館

24 月 休館

25 火 休館

26 水 休館

27 木 ブリッジ練習・初心者講習会 10:00～13:30 日本クラブ　ホール　ライン 娯楽部

28 金 ブリッジ練習会　10:00～13:30　/　赤ちゃんゴロゴロ 13:30～16:00　/　ヨガ同好会　17:00～19:00 日本クラブ　ホール　ライン 娯楽部/生活部/運動部

29 土 囲碁同好会例会 13:30～18:30 日本クラブ 娯楽部

30 日 休館

31 月 休館

19 水

22 土

15 土

16 日 休館

18 火

17 月

10 月

11 火

12 水

9 日 休館

4 火

5 水

8 土

休館

3 月

　　　　　　　デュッセルドルフ日本クラブ2018年12月行事案内 （行事予定に変更の可能性あり）           　　　　　　　　　　　 2018年10月1日 総務管理部

行    事  　 及    び    時    間    帯 開  催  場  所

1 土

2 日


