
              

   

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

日 時：1 回目 7 月２5 日（金）9:30～12:00 

    2 回目 8 月 20 日（水）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、湯呑、花瓶 

の中から 1 つ選んで作ります 

1 回目は形を作って素焼きをします 

2 回目に絵付けをして窯入れして完成です 

焼成作業は先生がしてくださいます 

会 費：材料費 1,000 円 

持参品：タオル、飲み物(水分補給用) 

募集人数：20 名 （申込先着順） 

対象者：小学生（低学年は大人同伴） 

申込期間：7 月 1 日（火）～7 月 18 日（金） 

日時：7 月 31 日（木）13：30～15：30 

場 所：本郷生涯学習センター（工芸室） 

講 師：勝矢 良子 さん 

内 容：メタリック調の素材でカブトムシや 

    クワガタの立体造形を作ります 

会 費：材料費 800 円 

持参品：はさみ 

募集人数：20 名 （申込先着順） 

対象者：４歳～小学生 

（未就学児及び低学年は大人同伴） 

申込期間：７月１日(火)～７月２５日(金) 

日時：8 月 9 日（土）13:30～15:30 

場所：本郷生涯学習センター（工芸室） 

講師：西原 彰さん、西原 一満さん 

対象：小学生(低学年は大人同伴) 

定員：竹とんぼ 10 人、輪ゴム銃 10 人 

   (申込先着順) 

内容：竹とんぼ又は輪ゴム銃の 

   どちらかを選んで作る 

参加費：材料費 300 円 

申込期間：8 月 1 日(金)～8 月 6 日(水) 

持参品：あれば切り出しナイフ又は彫刻刀 

 

２０１４２０１４２０１４２０１４年年年年サッカーのサッカーのサッカーのサッカーの開催国開催国開催国開催国であるブラジルやであるブラジルやであるブラジルやであるブラジルや            

女子女子女子女子サッカーにサッカーにサッカーにサッカーに関関関関するするするする本本本本もたくさんもたくさんもたくさんもたくさん集集集集めましためましためましためました！！！！    

    

本郷図書館本郷図書館本郷図書館本郷図書館へへへへ    ＬｅｔＬｅｔＬｅｔＬｅｔ‘‘‘‘ｓｓｓｓ    Ｇｏ！Ｇｏ！Ｇｏ！Ｇｏ！        tel:85tel:85tel:85tel:85----0703070307030703    

日時：9 月 20 日（土）18:00～ 

内容：楽しい音楽に合わせて、親子で 

   ヒップホップダンスを楽しむ 

参加費：受講料 100 円 

日時：9 月 25 日（木）13:30～ 

内容：静物画を描く 

参加費：受講料 100 円 

    材料費 300 円 



 
 

 

 

 

HHHH２６２６２６２６年年年年７７７７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－）－）－）－）   

                                                                                    

会うは別れの始め。会うは別れの始め。会うは別れの始め。会うは別れの始め。    

会った人とは、必ずいつか別れるものだという会った人とは、必ずいつか別れるものだという会った人とは、必ずいつか別れるものだという会った人とは、必ずいつか別れるものだという    

人生の無常を表している言葉。人生の無常を表している言葉。人生の無常を表している言葉。人生の無常を表している言葉。        

        

    

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    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    

２２２２    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    

３３３３    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    

４４４４    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    

５５５５    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    

６６６６    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    

７７７７    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    

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    

８８８８    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    ゆめふうせんゆめふうせんゆめふうせんゆめふうせん    

９９９９    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    

１０１０１０１０    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    

１１１１１１１１    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    

１２１２１２１２    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        

１３１３１３１３    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    

１４１４１４１４    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    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    

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    

１５１５１５１５    火火火火    
老大老大老大老大 PCPCPCPC    PCPCPCPC－－－－AAAA    絵画絵画絵画絵画    VMCVMCVMCVMC    むくげのむくげのむくげのむくげの会会会会    

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    

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

１６１６１６１６    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    

ララララビアンローズビアンローズビアンローズビアンローズ    

１７１７１７１７    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    書道書道書道書道        

ちゅうりっぷちゅうりっぷちゅうりっぷちゅうりっぷ    

１８１８１８１８    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★    

１９１９１９１９    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    

２０２０２０２０    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    

２１２１２１２１    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    

２２２２２２２２    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    ゆめふせんゆめふせんゆめふせんゆめふせん        

２３２３２３２３    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    

２４２４２４２４    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 PC PC PC PC     

２５２５２５２５    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        

２６２６２６２６    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        

２７２７２７２７    日日日日        

２８２８２８２８    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    

２９２９２９２９    火火火火        

３０３０３０３０    水水水水        

３１３１３１３１    木木木木        

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    

７７７７月月月月１３１３１３１３日日日日    日日日日    １４１４１４１４時時時時    フレッシュコンサートフレッシュコンサートフレッシュコンサートフレッシュコンサート    如水館中学如水館中学如水館中学如水館中学・・・・高等校吹奏楽部高等校吹奏楽部高等校吹奏楽部高等校吹奏楽部    にににに        

７７７７月月月月２５２５２５２５日日日日    
８８８８月月月月２０２０２０２０日日日日    

金金金金    
水水水水    

９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分    陶芸陶芸陶芸陶芸 mymymymy カップにチャレンジカップにチャレンジカップにチャレンジカップにチャレンジ    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    

７７７７月月月月２７２７２７２７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大会大会大会大会    しゃくなげしゃくなげしゃくなげしゃくなげ歌謡倶楽部歌謡倶楽部歌謡倶楽部歌謡倶楽部    にににに        

７７７７月月月月３１３１３１３１日日日日    木木木木    １３１３１３１３時時時時３３３３００００分分分分    メタリックメタリックメタリックメタリック素材素材素材素材でででで虫虫虫虫のののの王様王様王様王様をををを作作作作ろうろうろうろう    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    

８８８８月月月月９９９９日日日日    土土土土    １３１３１３１３時時時時３０３０３０３０分分分分    作作作作ってってってって飛飛飛飛ばそうばそうばそうばそう竹竹竹竹とんぼととんぼととんぼととんぼと輪輪輪輪ゴムゴムゴムゴム銃銃銃銃    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    


