
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度 本郷生涯学習センターの主催講座を受講希望される方は， 

つぎの「主催講座一覧」を確認のうえ，往復はがきで申し込みをしてください。 

なお，はがきの記入方法等，詳細については，「広報みはら」３月号をご覧ください。           

◎申込先  本郷生涯学習センター 

〒729-0417  三原市本郷南 6-25-1 

℡ 0848-85-0701 

講座名 開設日 時間 定員 講座名 開設日 時間 定員

スマホ講座（アイホン） 第1・3(月) 13：30～15：00 12 心スッキリ和太鼓叩こう 第1・3(木) 13：30～15：00 20

イングリッシュ レッスン 第1・3(月) 13：30～15：00 12 スマホ講座（アンドロイド） 第1・3(木) 13：30～15：00 12

笑顔あふれる臨床美術を学ぼう 第2 (月) 13：30～15：30 12 日常のパソコン活用講座 第2・4(木) 13：30～15：00 12

ロコモ体操で今日も元気 第1・3(水) 10：00～11：00 20 ボールペン文字基本講座 第1・3(金) 13：30～15：30 20

筆文字講座（細字・実用書） 第1・3(水) 13：30～15：30 15 筋力アップで足腰元気 第2・4(金) 13：30～15：00 20

ハンドベルを奏でよう 第1・3(水) 13：30～15：30 10 小物を彩る消しゴムはんこ 第3 (土) 13：30～15：30 12

歌って健やか講座 第2・4(水) 13：30～15：00 15

　※　パソコン講座受講には，ノート型端末（Ｗｉｎｄｏｗｓ10・11）が必要です。
　※　スマホ講座受講には，スマートフォンまたはタブレットが必要です。 なお，受講対象は，ＬＩＮＥアプリの利用を了承可能な方としています。

●講座「体験！電子図書」 

インターネット上で本を借りたり閲覧したりできる電子図書

館の体験講座を開催します。 

時 ３月１４日（月） １０：３０ ～ 

所 本郷生涯学習センター 

対 図書館利用カードを持つ、市内在住又は通勤・通学 

している人 

定 ８人（要申し込み） 

用 ①スマートフォン、タブレット、ノートパソコンのいずれか 

 ②図書館利用カード 

申 ３月２日（水）～１３日（日）までに本郷図書館へ申込 

●本の展示 「高校生・大人のための会社案内」 

時 3月７日（月） ～ 3月31日（木） 

内 ビジネス支援として、約４０社の「環境・CSRレ

ポート」の展示（館内閲覧のみ）に合わせて、

ビジネスマナーなどの本も展示します。 

※CSRレポートとは、企業が社会・経済・環境に

与える影響に責任を持って企業活動を行う

ための方針を示す報告書です。 

三原市立本郷図書館 85-0703  

コロナウイルス感染症の状況によっては中止

になることもあります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 火 

本郷ダンス むくげの会 本郷太鼓 A 本郷 PC-A 

本郷絵画 VMC オカリナフレンズ ゆめふうせん  

カトレア（火） ハングル講座（主）  

１６ 水 
ロコモ体操（主） 筆文字講座（主） IT さくら 
ハンドベル（主） フォークダンス 実用 PC 
茶道（裏） 

１７ 木 
和太鼓叩いて脳トレ・筋トレ（主） 囲碁同好会 

スマホでインターネット（主） エアロ＆リズム体操 
手話サークルおおぞら 書道教室 

１８ 金 
カトレア（金） ローズパン 押し花で飾ろう 

ボールペン文字講座（主） 

１９ 土 
レイフラワー本郷 なでしこクック 沼田文化研究会 

小物を彩る消しゴムはんこ（主） 

２０ 日 らくらくインターネット 三原盆栽会 

２１ 月 

パソコン初級（主） 絵笑の会 銭太鼓  

はーとクラブ イングリッシュ レッスン（主） 

わくわく PC クラフト同好会 

２２ 火 

いきいきヨガ 本郷太鼓 B 英会話 ３B体操 

フラワーアレンジメント ムグンファ 哲滄会  

ボジーガ ハンドベル（主） やさしくストレッチ 

沼田川焼物   

２３ 水 あひるの会 PC-B Enjoy English 沼田川焼物 

２４ 木 
アガペーダンス 基礎からの書道 カラオケ MC 

日常のパソコン活用講座（主） IT さわやか 

２５ 金 
アートフラワー クオーレ IT きらら カラオケ MC 

コーラスほほえみ ベーキングラブ 

２６ 土 囲碁クラブ 花みずき 茶道教室（表） PCシニア 

２７ 日  

２８ 月 

都絵手紙 ITあじさい ピース太極拳 

イングリッシュ レッスン（主） トールペイント 

ロコモ体操で今日も元気（主） 

２９ 火  

３０ 水 
歌って健やか講座（主） 筆文字講座（主） 

ハンドベルを奏でよう（（主） 

３１ 木 日常のパソコン活用講座（主） 

日 曜 講    座 

１ 

火 本郷ダンス むくげの会 本郷太鼓 A PC-A 

本郷絵画 VMC オカリナ 市民大学 PC 手話 

カトレア（火） ハングル講座（主） ゆめふうせん 

２ 水 

筆文字講座（主） IT実用 IT さくら 

ハンドベル（主） 茶道（裏） フォークダンス 

市民大学料理 

３ 木 
和太鼓叩いて脳トレ・筋トレ（主） 書道 

スマホでインターネット（主） 囲碁同好会 
エアロとリズム体操 パンベーグル 

４ 金 
市民大学カラオケ ホームベーカリー 

ボールペン文字講座（主） カトレア（金） 

５ 土 原爆被害者之会 大人と子どものアート 

６ 日 らくらくインターネット 

７ 月 
パソコン初級（主） 絵笑の会 銭太鼓  

わくわく PC クラフト同好会 ペン字 

はーとクラブ イングリッシュ レッスン（主） 

８ 火 

いきいきヨガ 本郷太鼓 B ボジーガ新高 

フラワーアレンジメント 英会話 ムグンファ 

ハングル講座（主） ３B体操 哲滄会 

やさしくストレッチ 本郷陶芸  

９ 水 

あひるの会 PC-B Enjoy English   

歌って健やか講座（主） 緑と水を守る会 

本郷陶芸 ロコモ体操（主） 

１０ 木 

アガペーダンス 基礎からの書道  

日常のパソコン活用講座（主） IT さわやか 

たのしむ絵画 

１１ 金 
アートフラワー IT きらら コーラスほほえみ 

ボールペン文字講座（主） クオーレ 

１２ 土 
囲碁クラブ PCシニア かな書道  

花みずき 

１３ 日  

１４ 月 

笑顔あふれる臨床美術（主） 都絵手紙 

ハワイアンキルト アンパンマン ITあじさい 

クラフト同好会 ピース太極拳 

月 日 曜 開始時間 催し物 主催者 会場 問い合わせ 

３月２６日 土 １４時３０分 第２５回定期演奏会 如水館中学・高等校吹奏楽部 に ― 

３月２７日 日 １３時３０分 ピアノ発表会 首尾木多喜子ピアノ教室 に ― 


