
              

   

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22226666 年度年度年度年度のののの主催講座主催講座主催講座主催講座にににに、、、、ごごごご応募応募応募応募いただきありがとうございますいただきありがとうございますいただきありがとうございますいただきありがとうございます。。。。    

開講式開講式開講式開講式はははは、、、、1111 回目回目回目回目のののの受講日受講日受講日受講日となりますのでとなりますのでとなりますのでとなりますので年間受講料年間受講料年間受講料年間受講料（（（（20202020 回講座回講座回講座回講座

3,0003,0003,0003,000 円円円円////10101010 回講座回講座回講座回講座 1,5001,5001,5001,500 円円円円））））及及及及びびびび、、、、案内案内案内案内ハガキでごハガキでごハガキでごハガキでご案内案内案内案内のののの準備物準備物準備物準備物

をををを持参持参持参持参してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

日 時：６月２7 日（金）（13:30～15:30） 

場 所：本郷生涯学習センター（工芸室） 

講 師：早丸 富夫 さん    

内 容：プランターを使い、上手な野菜の育て方を 

    学習すると共に、講師の指導のもと実際 

に野菜を植えてみる。 

会 費：受講料：100 円 材料費：1,500 円 

持参品：軍手、あれば園芸用スコップ(移植ごて) 

募集人数：16 名（申込先着順） 

申込期間：６月 2 日（月）～６月２0 日（金） 

講座名 開講日 時間 会場

パソコンパソコンパソコンパソコン初心者講座初心者講座初心者講座初心者講座 ５５５５月月月月５５５５日日日日 13：30～15：30 1階　情報学習室

絵手紙絵手紙絵手紙絵手紙 ５５５５月月月月５５５５日日日日 13：30～15：30 1階　工芸室

食育食育食育食育すまいるクッキングすまいるクッキングすまいるクッキングすまいるクッキング ５５５５月月月月６６６６日日日日 10：00～13：00 1階　調理室

パソコンパソコンパソコンパソコン中級講座中級講座中級講座中級講座 ５５５５月月月月１３１３１３１３日日日日 　9：30～11：30 1階　情報学習室

ハングルハングルハングルハングル初心者講座初心者講座初心者講座初心者講座 ５５５５月月月月１３１３１３１３日日日日 13：30～15：00 2階　研修室４

やさしくストレッチやさしくストレッチやさしくストレッチやさしくストレッチ
（（（（体幹体幹体幹体幹トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング））））

５５５５月月月月１３１３１３１３日日日日 13：30～15：00 2階　多目的ホール

たのしくたのしくたのしくたのしく英会話英会話英会話英会話 ５５５５月月月月１４１４１４１４日日日日 13：30～15：30 2階　研修室４

囲碁講座囲碁講座囲碁講座囲碁講座 ５５５５月月月月１１１１日日日日 　9：30～11：30 2階　研修室３

パソコンパソコンパソコンパソコン初級講座初級講座初級講座初級講座 ５５５５月月月月１１１１日日日日 13：30～15：30 1階　情報学習室

押押押押しししし花花花花でででで飾飾飾飾ろうろうろうろう ５５５５月月月月２２２２日日日日 13：30～15：30 1階　工芸室

リコーダーでたのしくリコーダーでたのしくリコーダーでたのしくリコーダーでたのしく脳脳脳脳トレトレトレトレ ５５５５月月月月２２２２日日日日 13：30～15：00 2階　多目的ホール

フォークダンスフォークダンスフォークダンスフォークダンス ５５５５月月月月２２２２日日日日 18：30～20：30 2階　多目的ホール

コーラスコーラスコーラスコーラス ５５５５月月月月９９９９日日日日 14：00～16：00 2階　多目的ホール

くらしのくらしのくらしのくらしの筆文字講座筆文字講座筆文字講座筆文字講座 ５５５５月月月月１７１７１７１７日日日日 10：00～12：00 1階　工芸室

かなかなかなかな書道書道書道書道 ５５５５月月月月１０１０１０１０日日日日 10：00～12：00 1階　工芸室

25年度 2,374団体

24年度 2,148団体

25年度 88,943人

24年度 75,996人

25年度 31,176人

24年度 23,776人

25年度 57,767人

24年度 52,220人



 
 

 

 

 

HHHH２６２６２６２６年年年年５５５５月月月月のののの講座講座講座講座・・・・同好会等同好会等同好会等同好会等（（（（各研修室各研修室各研修室各研修室・・・・調理室調理室調理室調理室・・・・工芸室工芸室工芸室工芸室・・・・情報学習室情報学習室情報学習室情報学習室・・・・多目的多目的多目的多目的ホホホホ－－－－ル・ル・ル・ル・展示展示展示展示ｷﾞｬﾗﾘｷﾞｬﾗﾘｷﾞｬﾗﾘｷﾞｬﾗﾘ－）－）－）－）   

                                                                                        

新しい主催講座がはじまりました。新しい主催講座がはじまりました。新しい主催講座がはじまりました。新しい主催講座がはじまりました。    
    パソコン初心パソコン初心パソコン初心パソコン初心者講座者講座者講座者講座    食育すまいるクッキング食育すまいるクッキング食育すまいるクッキング食育すまいるクッキング    

        ハングル初心者講座ハングル初心者講座ハングル初心者講座ハングル初心者講座    囲碁講座囲碁講座囲碁講座囲碁講座    

        リコーダーでたのしく脳トレリコーダーでたのしく脳トレリコーダーでたのしく脳トレリコーダーでたのしく脳トレ    

        やさしくストレッチ（体幹トレーニング）やさしくストレッチ（体幹トレーニング）やさしくストレッチ（体幹トレーニング）やさしくストレッチ（体幹トレーニング）    

宜しくお願いします。宜しくお願いします。宜しくお願いします。宜しくお願いします。    
    

    

問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ    本郷生涯学習本郷生涯学習本郷生涯学習本郷生涯学習センタセンタセンタセンタ－－－－    ℡℡℡℡８５８５８５８５－－－－０７０１０７０１０７０１０７０１    生涯学習相談員生涯学習相談員生涯学習相談員生涯学習相談員    角島宣子角島宣子角島宣子角島宣子････宮本孝志宮本孝志宮本孝志宮本孝志     

日日日日    曜曜曜曜    講講講講                座座座座    

１１１１    木木木木    囲碁囲碁囲碁囲碁（（（（主主主主））））    PCPCPCPC 初級初級初級初級（（（（主主主主））））    書道書道書道書道    料理料理料理料理こすもすこすもすこすもすこすもす    

２２２２    金金金金    
リコーダーリコーダーリコーダーリコーダー（（（（主主主主））））フォークダンスフォークダンスフォークダンスフォークダンス（（（（主主主主））））押押押押しししし花花花花（（（（主主主主））））    

ITITITIT きららきららきららきらら    中国語中国語中国語中国語    料理料理料理料理ホームベーカリーホームベーカリーホームベーカリーホームベーカリー    

３３３３    土土土土    レイフラワーレイフラワーレイフラワーレイフラワー（（（（フラダンスフラダンスフラダンスフラダンス））））    

４４４４    日日日日    らくらくインらくらくインらくらくインらくらくインターネットターネットターネットターネット    

５５５５    月月月月    絵手紙絵手紙絵手紙絵手紙（（（（主主主主））））    PCPCPCPC 初心者初心者初心者初心者（（（（主主主主））））    

６６６６    火火火火    食育食育食育食育すまいるすまいるすまいるすまいる（（（（主主主主））））    PCPCPCPC－－－－AAAA    VMCVMCVMCVMC    

７７７７    水水水水    
老大料理老大料理老大料理老大料理    アートフラワーアートフラワーアートフラワーアートフラワー    実用実用実用実用 PCPCPCPC    ITITITIT さくらさくらさくらさくら    

ラビアンローズラビアンローズラビアンローズラビアンローズ    

８８８８    木木木木    ITITITIT さわやかさわやかさわやかさわやか    遊遊遊遊遊遊遊遊 PCPCPCPC    

９９９９    金金金金    コーラスコーラスコーラスコーラス（（（（主主主主））））    クオーレクオーレクオーレクオーレ    

１０１０１０１０    土土土土    
かなかなかなかな書道書道書道書道（（（（主主主主））））    PCPCPCPC シニアシニアシニアシニア    茶道茶道茶道茶道    

大人大人大人大人とととと子供子供子供子供のアートのアートのアートのアート教室教室教室教室    

１１１１１１１１    日日日日    人物描人物描人物描人物描こうこうこうこう会会会会    

１２１２１２１２    月月月月    
ハワイアンキルトハワイアンキルトハワイアンキルトハワイアンキルト        気功気功気功気功        アートアートアートアート書道書道書道書道        

料理料理料理料理アンパンマンアンパンマンアンパンマンアンパンマン    

１３１３１３１３    火火火火    

ハングルハングルハングルハングル初心者初心者初心者初心者（（（（主主主主））））    ストレッチストレッチストレッチストレッチ（（（（主主主主））））    PCPCPCPC 中級中級中級中級（（（（主主主主））））    

ヨガヨガヨガヨガ A.CA.CA.CA.C    ピラティスピラティスピラティスピラティス    ムグンムグンムグンムグンファファファファ    MECMECMECMEC    ろうのろうのろうのろうの華華華華    

ボジーガボジーガボジーガボジーガ本郷本郷本郷本郷・・・・新高新高新高新高    手話手話手話手話おおぞらおおぞらおおぞらおおぞら        

１４１４１４１４    水水水水    
たのしくたのしくたのしくたのしく英会話英会話英会話英会話（（（（主主主主））））    親子親子親子親子３３３３BBBB    ヨガヨガヨガヨガ BBBB    あひるのあひるのあひるのあひるの会会会会    

えんぴつえんぴつえんぴつえんぴつ（（（（主主主主））））    PCPCPCPC－－－－BBBB    沼田川沼田川沼田川沼田川ファミリーファミリーファミリーファミリー    ラビアンラビアンラビアンラビアン    

１５１５１５１５    木木木木    
囲碁囲碁囲碁囲碁（（（（主主主主））））    PCPCPCPC 初級初級初級初級（（（（主主主主））））））））    書道書道書道書道    遊遊遊遊遊遊遊遊 PCPCPCPC    

ちゅうりっぷちゅうりっぷちゅうりっぷちゅうりっぷ    

日日日日    曜曜曜曜    講講講講                座座座座    

１６１６１６１６    金金金金    
リコーダーリコーダーリコーダーリコーダー（（（（主主主主））））    フォークダンスフォークダンスフォークダンスフォークダンス（（（（主主主主））））    ITITITIT きららきららきららきらら    

押押押押しししし花花花花（（（（主主主主））））    中国語中国語中国語中国語    料理料理料理料理ローズパンローズパンローズパンローズパン    

１７１７１７１７    土土土土    
くらしのくらしのくらしのくらしの筆文字筆文字筆文字筆文字（（（（主主主主））））    レイフラワーレイフラワーレイフラワーレイフラワー（（（（フラダンスフラダンスフラダンスフラダンス））））    

料理料理料理料理なでしこクックなでしこクックなでしこクックなでしこクック        

１８１８１８１８    日日日日    らくらくインターネットらくらくインターネットらくらくインターネットらくらくインターネット    

１９１９１９１９    月月月月    
PPPPCCCC 初心者初心者初心者初心者（（（（主主主主））））    絵手紙絵手紙絵手紙絵手紙（（（（主主主主））））    ぴぃかぁぶぅぴぃかぁぶぅぴぃかぁぶぅぴぃかぁぶぅ SSSS    

フラワーサークルフラワーサークルフラワーサークルフラワーサークル（（（（花花花花レシピレシピレシピレシピ））））        

２０２０２０２０    火火火火    
老大老大老大老大 PCPCPCPC    むくげのむくげのむくげのむくげの会会会会    PCPCPCPC－－－－AAAA    絵画絵画絵画絵画    手話手話手話手話    

VMCVMCVMCVMC    スマイルスマイルスマイルスマイル    

２１２１２１２１    水水水水    
老大料理老大料理老大料理老大料理    アートフラワーアートフラワーアートフラワーアートフラワー    実用実用実用実用 PCPCPCPC    ITITITIT さくらさくらさくらさくら    

ラビアンローズラビアンローズラビアンローズラビアンローズ    

２２２２２２２２    木木木木    スイーツスイーツスイーツスイーツ A.BA.BA.BA.B（（（（主主主主））））        遊遊遊遊遊遊遊遊 PCPCPCPC    

２３２３２３２３    金金金金    コーラスコーラスコーラスコーラス（（（（主主主主））））    クオーレクオーレクオーレクオーレ    料理料理料理料理クッキングラブクッキングラブクッキングラブクッキングラブ    

２４２４２４２４    土土土土    かなかなかなかな書道書道書道書道（（（（主主主主））））    茶道茶道茶道茶道    PCPCPCPC シニアシニアシニアシニア    

２５２５２５２５    日日日日        

２６２６２６２６    月月月月    
刺刺刺刺しししし子子子子        ぴぃかぁぶぅぴぃかぁぶぅぴぃかぁぶぅぴぃかぁぶぅ BBBB        気功気功気功気功        アートアートアートアート書道書道書道書道    

トールペイントトールペイントトールペイントトールペイント    

２７２７２７２７    火火火火    

ハングルハングルハングルハングル初心者初心者初心者初心者（（（（主主主主））））    ストレッチストレッチストレッチストレッチ（（（（主主主主））））    PCPCPCPC 中級中級中級中級（（（（主主主主））））    

ヨガヨガヨガヨガ A.CA.CA.CA.C    ピラティスピラティスピラティスピラティス    ムグンファムグンファムグンファムグンファ    MECMECMECMEC    手話手話手話手話おおぞらおおぞらおおぞらおおぞら    

ボジーガボジーガボジーガボジーガ本郷本郷本郷本郷・・・・新高新高新高新高    

２８２８２８２８    水水水水    
たのしくたのしくたのしくたのしく英会話英会話英会話英会話（（（（主主主主））））    親子親子親子親子３３３３BBBB        ヨガヨガヨガヨガ BBBB    あひるのあひるのあひるのあひるの会会会会    

えんぴつえんぴつえんぴつえんぴつ（（（（主主主主））））    PCPCPCPC－－－－BBBB    手作手作手作手作りケーキりケーキりケーキりケーキ        

２９２９２９２９    木木木木        

３０３０３０３０    金金金金        

３１３１３１３１    土土土土    くらしのくらしのくらしのくらしの筆文字筆文字筆文字筆文字（（（（主主主主））））    

月月月月    日日日日    曜曜曜曜    開始時間開始時間開始時間開始時間    催催催催    しししし    物物物物    主主主主    催催催催    者者者者    会場会場会場会場    おおおお問合問合問合問合せせせせ    

５５５５月月月月１８１８１８１８日日日日    日日日日    ９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分    
全 国 吟 詠 剣 詩 舞全 国 吟 詠 剣 詩 舞全 国 吟 詠 剣 詩 舞全 国 吟 詠 剣 詩 舞 コ ン ク ー ルコ ン ク ー ルコ ン ク ー ルコ ン ク ー ル        

広島県予選大会広島県予選大会広島県予選大会広島県予選大会    
吟剣詩舞道総連盟三原支部吟剣詩舞道総連盟三原支部吟剣詩舞道総連盟三原支部吟剣詩舞道総連盟三原支部    にににに    ６３６３６３６３－－－－０４４２０４４２０４４２０４４２    

６６６６月月月月    １１１１日日日日    日日日日    ９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分    全国吟詠全国吟詠全国吟詠全国吟詠コンクールコンクールコンクールコンクール広島県予選広島県予選広島県予選広島県予選    吟剣詩舞道総連盟三原支部吟剣詩舞道総連盟三原支部吟剣詩舞道総連盟三原支部吟剣詩舞道総連盟三原支部    にににに    ６３６３６３６３－－－－０４４２０４４２０４４２０４４２    

６６６６月月月月    ８８８８日日日日    日日日日    １０１０１０１０時時時時００００００００分分分分    池坊池坊池坊池坊２０１４２０１４２０１４２０１４巡巡巡巡回講座回講座回講座回講座    池坊三原支部池坊三原支部池坊三原支部池坊三原支部    にににに    ――――    

６６６６月月月月１５１５１５１５日日日日    日日日日    ９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分    カラオケカラオケカラオケカラオケ発表会発表会発表会発表会    広島県歌謡協会広島県歌謡協会広島県歌謡協会広島県歌謡協会    にににに    ８６８６８６８６－－－－２１７７２１７７２１７７２１７７    


