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オリンピアン藤原 新 がやってくる！

日 時：11月23日（祝） 14：00～15：30
場 所：田園調布親睦会館
会 費：5,000円
講 師：シニアソムリエ 佐藤 秀良 氏

定 員：先着20名

内 容
フランスの10産地をあたかも訪れるかの
ように、歴史、観光、気候、土壌、ぶどう品
種等、ワインの特徴を探っていきます。
代表的な産地のワインを試飲して、さら
に印象を深めましょう。
ワインに合うオードブルもご用意。
秋の深まりを感じながら、日頃の喧騒を
忘れ、楽しいひと時を過ごしませんか。

講師プロフィール
佐藤 秀良（さとう ひでよし）

1950年生まれ。
慶応義塾大学法学部政治学科卒
SOPEXA JAPON アドバイザー
（一社）日 本ソムリエ協会認定シニアソムリエ。
（株）プリンスホテル、（一社）日本ソムリエ協会
事務局長を経て現職
著書「フランスAOCワイン事典」
訳書「地図でみるブルゴーニュワイン」



月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 5

 10 :00    10 :00  
午  太極拳・気功 ＮＷﾍﾞｰｼｯｸ
前  11:15 

 体ｹｱ　ﾋﾟﾗﾃｨｽ１,3週

 13 :00    19 :00 
 FBｷｯｽﾞ（前半）  バド田園調布中

午  14:20    ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙ東一
後  FBｷｯｽﾞ（後半）

 19:00 
 ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙ久原

6 7 8 9 10 11 12
 10 :00    9 :30     9 :30    9 :00 
 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ 羊毛ﾌｪﾙﾄ講習会  太極拳・気功 初級  ＮＷｴﾝｼﾞｮｲ

午  10:00  
前  シニア健康体操

 11 :15
 体ｹｱ　ﾋﾟﾗﾃｨｽ2 ,4週

 16 :35    13 :00    19 :00   14:30  
 FB（低学年）  FBｷｯｽﾞ（前半）  バド田園調布中  FBｷｯズ（金曜）

午  17:45    14 :20    ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙ東一
後  FB（高学年）  FBｷｯｽﾞ（後半）

 19:10    19 :00   19:00  
 バド調布大塚小  ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙ久原  ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙ雪谷

13 14 15 16 17 18 19
 10 :00    10 :00   9：00～

午  ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ  太極拳・気功 　　　14：30
前  11:15  田園調布

 体ｹｱ　ﾋﾟﾗﾃｨｽ１,3週 ｸﾞﾘｰﾝﾌｪｽﾀ
せせらぎ公園

 10:00    13 :00    19 :00   14:30  
 ﾎﾟｰﾙｳｫｰｷﾝｸ  FBｷｯｽﾞ（前半）  バド田園調布中  FBｷｯズ（金曜）

午  14:20    ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙ東一
後  FBｷｯｽﾞ（後半）

 19:00   19:00  
 ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙ久原  ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙ雪谷

20 21 22 23 24 25 26
 10 :00   8 :00～
 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ 17:30

午 秋の遠足
前 茅ヶ崎里山公園

 13 :00    14 :30  
 FBｷｯｽﾞ（前半）  FBｷｯズ（金曜）

午  14:20    16 :35  
後  FBｷｯｽﾞ（後半）  FB（低学年）

 19:00   19:00  
 ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙ久原  ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙ雪谷

27 28 29 30
 10 :00    10 :00    10 :00  

午  ﾎﾟｰﾙｳｫｰｷﾝｸ  ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ  太極拳・気功
前

 13:00    19 :00 
 FBｷｯｽﾞ（前半）  バド田園調布中

午  14:20    ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙ東一
後  FBｷｯｽﾞ（後半）

 19:00 
 ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙ久原

11月の予定

～～プログラム一覧～～

田園調布
グリーンコミュニティ

入会のご案内
年間登録料 1,500円

参加費 別途

詳しくは田園調布グリーンコミュニティ事務局
までお問い合わせください。

☎03-6715-6866

HP://www.den-green.com

※天候により中止となる場合があります。
ホームページ等でご確認ください。

略称 活動場所

ＦＢ 調布大塚小学校体育館

ＦＢキッズ アルプス電気西広場

バド調布大塚 大人500円 大人600円 調布大塚小学校体育館

バド田園調布 小中学生300円 小中学生400円 田園調布中学校体育館

300円 500円 せせらぎ公園多目的広場２

1000円/1回 田園調布親睦会館

シーズン一括払い 田園調布親睦会館

500円/1回ｼｰｽﾞﾝ一括 700円 せせらぎ公園

NWﾍﾞｰｼｯｸ せせらぎ公園

NWｴﾝｼﾞｮｲ 毎月HPで告知

無料 田園調布特別出張所

雪谷小学校体育館

久原小学校体育館

東調布第一小学校体育館

1000円 1200円 調布大塚自治会館

おもに田園調布小学校

ビーチボール東一

羊毛フェルト講習会

インターバル速歩

体ケア・ピラティス

ポールウォーキング

シニア健康体操

ビーチボール雪谷

ビーチボール久原

新規20,000円　継続18,000円　一括払

1000円/1回　　チケット制

ノルディックウォーキング

プログラム名 参加費

200円 300円

バドミントンプレイス

1200円

500円/1回チケット制 700円

1000円/1回　シーズン一括払いフットボールアカデミー

ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｱｶﾃﾞﾐｰforｷｯｽﾞ

太極拳・気功
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