
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年の課題図書 

なるべく多くの方に読んでいただけるように、 

次のような取り扱いとさせていただきます。 

 

 

日 時：9 月 5 日（土）（9:30～12:00） 

    9 月 19 日（土）（9:30～12:00） 

場 所：本郷生涯学習センター（工芸室） 

講 師：松田 俊治さん 

内 容：粘土を使って，マグカップを作る。    

1 回目は型を作ります。 

2 回目に色付けをします。 

参 加 費：1,000 円（材料費） 

募集人数：10 名程度（申込先着順） 

募集対象：小学生（低学年は大人同伴） 

申込期間：8 月 17 日（月）～ 8 月 28 日（金） 

※工作教室は別途 10 月に行う予定です。 

申込先 (本郷生涯学習センター内) 

青少年育成三原市民会議 

本郷支部事務局 ☎85-0701 三原市立本郷図書館 85-0703  

むくげの会(ハングル） ムグンファの会（ハングル）

英会話同好会(M･E･C)

本郷生涯学習センターでは，77のグループが団体登録を行い，多様な分野での“学び”を継続しています。 

パソコン，料理，体を動かすもの，語学，学習，音楽，趣味・教養，芸術分野の学習を行っています。 

三原市原爆被害者之会 三原アレルギーの会 ひだまり

沼田文化研究会

オカリナ教室 フレンズ 本郷コーラスほほえみ

邦楽グループ さざなみ Ｃuoreクオーレ（コーラス）

安芸本郷太鼓同好会

本郷パソコン同好会A ITさわやか

IT実用パソコン ＩＴきららPC同好会

ＩTさくら パソコンシニア倶楽部

あひるの会 らくらくインターネット

本郷パソコン同好会B 三原ＶＭＣ（ビデオ編集）

ＩTあじさい

【取扱期間】 

  2020年７月２３日（木）～ ８月３１日（月）まで 

【貸出・予約】 【貸出期間】 【予約の取り置き期間】 

  １冊まで    １週間      １週間 

 

ご協力をよろしくお願いいたします。 

本郷いきいきヨガ レイフラワーラウレア本郷

３Ｂ体操 レイフラワーラブリー本郷

踊ろう会 レイフラワーアウリイ本郷

本郷ダンスクラブ ピース太極拳同好会

やさしくストレッチ はーとクラブ（太極拳）

エアロとリズム体操 アガペー ダンス サークル

フォークダンスひまわり会

絵笑の会(絵手紙) ボジーガ新高（パッチワーク）

押し花を飾ろう同好会 ハワイアンキルトサークル

ゆめふうせん（育児支援） 書道教室

トールペイント同好会 アートフラワー教室

大人と子供のアート教室 本郷絵画同好会

茶道教室（表） 手話サークル おおぞら

茶道(裏千家)同好会 本郷囲碁同好会

かな書道同好会 都絵手紙教室

本郷囲碁クラブ フラワーアレンジメント同好会

人物描こう会 哲滄会本郷支部

ペン字教室 吟道學眞会　花みずき

クラフト同好会 カトレア教室（着付け）

本郷銭太鼓同好会 沼田川ファミリークラブ

三原盆栽会 本郷緑と水を守る会

沼田川焼物同好会 本郷陶芸教室

基礎からの書道 たのしむ絵画

本郷カラオケＭ．Ｃ

アンパンマン教室 ローズパン

パン教室ベーグル ベーキングラブ

ホームベーカリー なでしこクック



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先：本郷生涯学習センター ℡０８４８－８５－０７０１ 生涯学習相談員 角島・福居 

日 曜 講    座 

１５ 土 沼田文化研究会 レイフラワー本郷 

１６ 日 らくらくインターネット 三原盆栽会   

１７ 月 PC初級（主） はーとクラブ 絵笑の会 クラフト  

１８ 火 
本郷ダンス 本郷太鼓A カトレア（火） むくげの会 

PC-A VMC 本郷絵画同好会 オカリナ 

１９ 水 

茶道（裏） ロコモ体操（主） 筆文字(主) 

ハンドベル（主） フォークダンスひまわり 

実用 PC IT さくら  

２０ 木 
囲碁同好会 エアロ＆リズム体操 書道 
和太鼓（主） PCでインターネット（主）  
スマホでインターネット（主） 手話おおぞら 

２１ 金 

本郷太鼓 C カトレア（金） IT きらら 

ボールペン文字講座（主） 押し花で飾ろう 

コーラスほほえみ ローズパン 

２２ 土 
茶道教室 囲碁クラブ 花みずき かな書道 

PCシニア なでしこクック 

２３ 日  

２４ 月 
型絵染め講座（主） ピース太極拳 トールペイント 

IT あじさい 

２５ 火 

いきいきヨガ 英会話 ムグンファ ボジーガ新高 

ハングル（主） ３B体操 哲滄会 フラワーアレンジ 

沼田川焼物 本郷太鼓 B  

２６ 水 
英会話をたのしく学ぼう（主） あひるの会 PC-B 

歌って健やか（主） 沼田川焼物  

２７ 木 
アガペーダンス IT さわやか カラオケ MC 

邦楽さざなみ 基礎からの書道 

２８ 金 
コーラスほほえみ ベーキングラブ クオーレ 

アートフラワー 

２９ 土  

３０ 日  

３１ 月 ピース太極拳 

日 曜 講    座 

１ 土 
原爆被害者之会 大人と子どものアート教室 

レイフラワー本郷 

２ 日 らくらくインターネット  

３ 月 
PC初級（主） はーとクラブ ペン字教室 

絵笑の会 

４ 火 

本郷ダンス 本郷太鼓 A カトレア（火） 

むくげの会 PC-A 老大 PC VMC 

絵画 オカリナ 手話おおぞら 英会話 

５ 水 

茶道（裏） ロコモ体操（主） 筆文字(主) 

ハンドベル（主） 老大料理 フォークダンス 

実用 PC IT さくら  

６ 木 

囲碁同好会 エアロ＆リズム体操 書道 
和太鼓（主） PCでインターネット（主）  

スマホでインターネット（主） IT さわやか 

たのしむ絵画 パン教室ベーグル 

７ 金 

老大カラオケ 本郷太鼓 C カトレア（金） 

ボールペン文字講座（主） IT きらら  

ホームベーカリー 

８ 土 囲碁クラブ 花みずき PCシニア かな書道 

９ 日  

１０ 月 
クラフト同好会 ハワイアンキルト IT あじさい 

型絵染め講座（主） アンパンマン 

１１ 火 

本郷太鼓 B いきいきヨガ 哲滄会 

ムグンファ ボジーガ新高 ３B体操  

フラワーアレンジメント やさしくストレッチ 

ハングル講座（主） 本郷陶芸 

１２ 水 
英会話をたのしく（主） 歌って健やか（主）  

あひるの会 PC-B 緑と水を守る会 本郷陶芸 

１３ 木 基礎からの書道 

１４ 金  


