
              

   

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

日時：7 月 25 日（金）（午前） 

8 月 20 日(水)(午前) 

内容：粘土でマグカップ等 

を作成する 

費用：材料費 1,000 円 

 

日時：7 月 31 日（木）（午後） 

内容：メタリック調の素材で 

   虫の立体造形を作る 

費用：材料費 800 円 

 

日時：8 月 9 日（土）（午後） 

内容：竹とんぼ又は輪ゴム銃の 

   どちらかを選んで作る 

費用：材料費 300 円 

 

毎月第毎月第毎月第毎月第 3333 土曜日土曜日土曜日土曜日にににに、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな絵本絵本絵本絵本やややや紙芝居紙芝居紙芝居紙芝居をよみかたりしていますをよみかたりしていますをよみかたりしていますをよみかたりしています。。。。

ぜひぜひぜひぜひ、、、、来来来来てください♪てください♪てください♪てください♪        tel:0848tel:0848tel:0848tel:0848----85858585----0703070307030703    

2014201420142014年年年年 6666月月月月 21212121日日日日（（（（土土土土））））    

    ごごごごごごごご    2:002:002:002:00～～～～2:302:302:302:30    

本郷図書館本郷図書館本郷図書館本郷図書館    絵本絵本絵本絵本のコーナーのコーナーのコーナーのコーナー    

大人大人大人大人もももも子供子供子供子供もももも大歓迎大歓迎大歓迎大歓迎♪♪♪♪    



 
 

 

 

 

HHHH２６２６２６２６年年年年６６６６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－）－）－）－）   

                                                                                        

雨降って地固まる。雨降って地固まる。雨降って地固まる。雨降って地固まる。    

    悪いことがあった後に、かえって前より悪いことがあった後に、かえって前より悪いことがあった後に、かえって前より悪いことがあった後に、かえって前より    

良い状態になること。良い状態になること。良い状態になること。良い状態になること。        

            

    

    

    

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    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    

２２２２    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））））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    

３３３３    火火火火    
老大老大老大老大 PCPCPCPC    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    絵画絵画絵画絵画        

VMCVMCVMCVMC    手話手話手話手話    むくげのむくげのむくげのむくげの会会会会    

４４４４    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    

５５５５    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    

６６６６    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        

７７７７    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））））    

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    

８８８８    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    

９９９９    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    

１０１０１０１０    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    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    ゆめふうせんゆめふうせんゆめふうせんゆめふうせん    

１１１１１１１１    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    

１２１２１２１２    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    書道書道書道書道    

１３１３１３１３    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    

１４１４１４１４    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    

１５１５１５１５    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    

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

１６１６１６１６    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））））    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    

フラワーアレンジメントフラワーアレンジメントフラワーアレンジメントフラワーアレンジメントサークルサークルサークルサークル（（（（花花花花レシピレシピレシピレシピ））））    

１７１７１７１７    火火火火    
老大老大老大老大 PCPCPCPC    PCPCPCPC－－－－AAAA    絵画絵画絵画絵画    VMCVMCVMCVMC    むくむくむくむくげのげのげのげの会会会会    

手話手話手話手話おおぞらおおぞらおおぞらおおぞら    むくげのむくげのむくげのむくげの会会会会    スマイルスマイルスマイルスマイル    

１８１８１８１８    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    

１９１９１９１９    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））））    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    

２０２０２０２０    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    ローズパンローズパンローズパンローズパン    ぴぃかぁぶぅ★ぴぃかぁぶぅ★ぴぃかぁぶぅ★ぴぃかぁぶぅ★    

２１２１２１２１    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））））    

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    

２２２２２２２２    日日日日        

２３２３２３２３    月月月月    
気功気功気功気功    刺刺刺刺しししし子子子子    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    

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    

２４２４２４２４    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    英会話英会話英会話英会話（（（（MECMECMECMEC））））        

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        

２５２５２５２５    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        

２６２６２６２６    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    

２７２７２７２７    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    

２８２８２８２８    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    

２９２９２９２９    日日日日        

３０３０３０３０    月月月月        

            

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    

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巡回講座巡回講座巡回講座巡回講座    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    

６６６６月月月月２７２７２７２７日日日日    金金金金    １３１３１３１３時時時時３０３０３０３０分分分分    プランタープランタープランタープランター簡単野菜簡単野菜簡単野菜簡単野菜づくりづくりづくりづくり    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ーセンターセンターセンター    工工工工    ８５８５８５８５－－－－０７０１０７０１０７０１０７０１    

６６６６月月月月２９２９２９２９日日日日    日日日日    １３１３１３１３時時時時    太極拳交流会太極拳交流会太極拳交流会太極拳交流会    NPONPONPONPO 法人法人法人法人中国武術研究会中国武術研究会中国武術研究会中国武術研究会    にににに    ――――    


