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合気道 広川絵手紙サークル フラワーサークル 絵画サークル「彩り」 

種目：合気道 

場所：広川中学校武道場 

日時：月・金 19:00∼22:00 

種目：絵手紙 

場所：いこっと 

日時：第 1・3金 9:30∼11:30 

種目：お花 

場所：いこっと 

日時：水または土 10:00∼または 13:00∼ 

種目：絵画 

場所：いこっと 

日時： 金 13:00∼16:00 
    

月曜会 広川道場 錬志会館 八女支部 真総合空手道圏彗會 

種目：カラオケ 

場所：いこっと 

日時：月 20:00∼22:00 

種目：空手 

場所：広川中学校体育館 

日時：水・金 19:30∼21:00 

種目：空手 

場所：中広川小学校体育館 

日時：月 18:00∼20:00 

種目：空手 

場所：広川中学校体育館・武道場 

日時：月・木 19:00∼22:00 
    

真武館 詩吟クラブ 広陵会 

種目：空手 

場所：広川中学校武道場 

日時：月・金 19:00∼21:00 

種目：吟詠 

場所：いこっと 

日時：火・金 10:00∼12:00 

種目：吟詠 

場所：いこっと 

日時：火・金 13:30∼15:30 
    

豊晃吟道会八舟支部 増永 GGC 広川町グラウンドゴルフクラブ ３B体操ジュニア 

種目：吟詠 

場所：いこっと 

日時：月 20:00∼22:00 

種目：グラウンドゴルフ 

場所：善蔵塚古墳公園 

日時：火・木 8:30∼11:30 

種目：グラウンドゴルフ 

場所：広川町運動公園 

日時：月・金 8:30∼10:30 

種目：健康体操 

場所：いこっと又は古墳公園資料館 

日時：第 1・3土 9:00∼12:00 
    

スマイル 3Ｂ 隆将館 コール・スイートピー 広川フラワーズフットボールクラブ 

種目：健康体操 

場所：いこっと 

日時：月 19:45∼21:15 

種目：剣道 

場所：広川中学校武道場 

日時：火・木・土 19:00∼22:00 

種目：コーラス 

場所：いこっと 

日時：第１・３土 10:00∼11:30 

種目：サッカー 

場所：広川町運動公園・広川中学校グラウンド 

日時：月・木19:00∼21:00火15:00∼19:00土・日祭日8:00∼19:00 
    

下広川少年サッカークラブ FC広川 J カワイ体育教室 広川サッカークラブ 

種目：サッカー 

場所：下広川小学校グラウンド、広川町運動公園 

日時：火・木 16:00∼19:00土 9:00∼12:00 

種目：サッカー 

場所：上広川小学校グラウンド 

日時：水・土 17:00∼19:00 

種目：サッカー 

場所：広川町運動公園 

日時：金 16:30∼18:30 

種目：サッカー 

場所：広川町運動公園 

日時：木 16:30∼18:30 
    

クローバースポーツ 桂祥流理真吟道会(水) 桂祥流理真吟道会(土) 

種目：サッカー 

場所：広川町運動公園 

日時：月 17:00∼19:00 

種目：詩吟 

場所：いこっと 

日時：水 10:00∼12:00 

種目：詩吟 

場所：いこっと 

日時：土 14:00∼16:00 
    

広川町少年柔道教室 唱歌クラブ 水墨画つゆ草会 カラーズ FC広川町 

種目：柔道 

場所：広川中学校武道場 

日時：水・土 19:00∼21:30 

種目：唱歌 

場所：いこっと 

日時：第 2木 13:00∼15:00 

種目：水墨画 

場所：いこっと 

日時：第 2・4水 9:00∼11:00 

種目：ソフトサッカー 

場所：サングリーングラウンド 

日時：平日 16:00∼18:00土・祝日 10:00∼12:00 
    

広川バレークラブ スキッパーズ きばらし 中広 Jr ソフトボールクラブ 

種目：ソフトバレーボール 

場所：広川中学校体育館 

日時：木 20:00∼22:00 

種目：ソフトバレーボール 

場所：下広川小学校体育館 

日時：木 20:00∼22:00 

種目：ソフトバレーボール 

場所：中広川小学校体育館 

日時：木 20:00∼22:00 

種目：ソフトボール 

場所：中広川小学校グラウンド 

日時：夏期水・土 17:00∼19:30冬期土 14:00∼18:00 
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プライムス古賀 広川町商工会女性部 広川太極拳サークル さつき会 

種目：ソフトボール 

場所：広川中学校グラウンド 

日時：土 19:00∼21:00 

種目：ソフトミニバレー 

場所：中広川小学校体育館 

日時：木 20:00∼22:00 

種目：太極拳 

場所：いこっと 

日時：第 1・2・3水 13:00∼16:00 

種目：大正琴 

場所：いこっと 

日時：第 1・3水 9:30∼11:30 
    

３B体操 広川短歌会 ひまわり会 ちぎり絵 A・B 

種目：体操 

場所：古墳公園資料館 

日時：第 1・3木 10:00∼12:00 

種目：短歌 

場所：いこっと 

日時：第 1金 13:00∼15:30 

種目：ダンス 

場所：いこっと 

日時：水 14:00∼16:00 

種目：ちぎり絵 

場所：いこっと 

日時：A第 3木 10:00∼16:00、B第 3火 13:00∼16:00 
    

広川町体育協会 登山部 ステンシャル布絵 布の絵本「ピノキオ」 ひろかわ俳句会 

種目：登山（定例会） 

場所：いこっと 

日時：第 2火 20:00∼21:00 

種目：布絵 

場所：いこっと 

日時：第 2・4水 12:00∼15:00 

種目：布の絵本 

場所：いこっと 

日時：第 2・4月 9:00∼12:00 

種目：俳句 

場所：いこっと 

日時：第 3土 9:30∼11:30 
    

マンボー 広川バンビ OB SBC 広川クラブ 

種目：バスケットボール 

場所：広川中学校体育館 

日時：土 20:00∼22:00 

種目：バドミントン 

場所：中広川小学校体育館 

日時：土 20:00∼22:00 

種目：バドミントン 

場所：中広川小学校体育館 

日時：土 13:00∼15:00 

種目：バドミントン 

場所：中広川小学校体育館 

日時：火 20:00∼22:00 
         

ひろかわバンビキッズ Cheers（チアーズ） 希望 JVC フラダンス（木） 

種目：バドミントン 

場所：中広川小学校体育館 

日時：火・木 18:00∼20:00 

種目：バレーボール 

場所：広川中学校体育館 

日時：水 20:00∼22:00 

種目：バレーボール 

場所：上広川小学校体育館 

日時：木 18:00∼20:00 

種目：フラダンス  

場所：いこっと  

日時：第 2・4木 13:00∼15:00 
    

フラダンス金曜日 スマイルエンジェルズ mix・太田 クローバー 

種目：フラダンス 

場所：いこっと 

日時：第 2・4金 13:00∼16:00 

種目：ファミリーバドミントン 

場所：上広川小学校体育館 

日時：水 20:00∼22:00 

種目：ファミリーバドミントン 

場所：下広川小学校体育館 

日時：金 20:00∼22:00 

種目：ファミリーバドミントン 

場所：上広川小学校体育館 

日時：金 20:00∼22:00 
    

エンジョイピアーズ すいすいあきちゃんず ペン字 下広川 MBC 

種目：ファミリーバドミントン 

場所：広川中学校体育館 

日時：土 19:30∼21:30 

種目：ファミリーバドミントン  

場所：中広川小学校体育館 

日時：水 20:00∼22:00 

種目：ペン字 

場所：いこっと  

日時：第 2・4金 9:30∼11:30 

種目：ミニバスケットボール 

場所：下広川小学校体育館 

日時：火・木 17:00∼20:00 
    

広川ロケッツ MBC 広川少年野球クラブ 広川イーグルス 下広スターボーイズ 

種目：ミニバスケットボール 

場所：中広川小学校体育館 

日時：水 18:00∼20:00金 17:30∼20:00土 17:00∼20:00 

種目：野球 

場所：広川球場 

日時：火・水・金 16:00∼19:00土・日・祝日 8:00∼17:00 

種目：野球 

場所：広川球場 

日時：火・木・金 16:00∼19:00土・日・祝日 8:00∼17:00 

種目：野球 

場所：下広川小学校グラウンド 

日時：水・金 16:00∼20:00土 13:00∼20:00日 8:00∼20:00 

    

広川町郷土史研究会 レクダンス 広川民舞和太鼓の会ピガ 楽士太鼓 

種目：歴史 

場所：いこっと 

日時：10・25日 19:00∼21:00 

種目：レクダンス 

場所：いこっと 

日時：月 13:30∼15:30 

種目：和太鼓 

場所：古墳公園資料館 

日時：水 20:00∼22:00 

種目：和太鼓 

場所：古墳公園資料館 

日時：月 20:00∼22:00 

 

※2019 年度公共施設利用団体登録願提出団体

(H31.4.15現在)を掲載しています。 


