
 

   

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：日時：日時：日時：10101010 月月月月 22223333 日（日（日（日（木木木木））））11113333::::33330000～～～～15151515::::33330000    

場所：場所：場所：場所：本郷生涯学習センター（本郷生涯学習センター（本郷生涯学習センター（本郷生涯学習センター（多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール））））    

講師講師講師講師：：：：松島松島松島松島    眞理子さん眞理子さん眞理子さん眞理子さん    

対象：対象：対象：対象：大人大人大人大人    

定員：定員：定員：定員：20202020 名名名名    ((((申込先着順申込先着順申込先着順申込先着順))))    

参加費参加費参加費参加費：：：：受講料受講料受講料受講料    １１１１00000000 円円円円    

申込期間：申込期間：申込期間：申込期間：10101010 月月月月 1111 日日日日((((水水水水))))～～～～10101010 月月月月１７１７１７１７日日日日((((金金金金))))    

持参品：持参品：持参品：持参品：飲み物飲み物飲み物飲み物（水分補給（水分補給（水分補給（水分補給用用用用））））    

 

2014201420142014・・・・第第第第 68686868回読書週間回読書週間回読書週間回読書週間    10/2710/2710/2710/27～～～～11/911/911/911/9    

本郷図書館本郷図書館本郷図書館本郷図書館    tel:85tel:85tel:85tel:85----0703070307030703    

日時日時日時日時：：：：10101010 月月月月 30303030 日（木）日（木）日（木）日（木）13131313：：：：30303030～～～～11115555：：：：33330000    

場所：場所：場所：場所：本郷生涯学習センター本郷生涯学習センター本郷生涯学習センター本郷生涯学習センター    （（（（工芸室工芸室工芸室工芸室））））    

講師：講師：講師：講師：西原西原西原西原    昇さん昇さん昇さん昇さん((((毎日書道展毎日書道展毎日書道展毎日書道展会員会員会員会員))))    

対象：大人対象：大人対象：大人対象：大人    

定員：１６名定員：１６名定員：１６名定員：１６名    ((((申込先着順申込先着順申込先着順申込先着順))))    

参加費：受講料参加費：受講料参加費：受講料参加費：受講料    100100100100 円円円円、、、、材料費材料費材料費材料費    222200000000 円円円円    

申込期間：申込期間：申込期間：申込期間：10101010 月月月月 1111 日（水）～日（水）～日（水）～日（水）～10101010 月月月月 24242424 日日日日（金（金（金（金））））    

持参品：持参品：持参品：持参品：習字道具習字道具習字道具習字道具    

日時：日時：日時：日時：11111111 月月月月 19191919 日（日（日（日（水水水水））））10101010::::00000000～～～～12121212::::00000000    

場所：本郷生涯学習センター場所：本郷生涯学習センター場所：本郷生涯学習センター場所：本郷生涯学習センター((((和室和室和室和室))))    

講師：端元講師：端元講師：端元講師：端元    久美子さん、見川久美子さん、見川久美子さん、見川久美子さん、見川    恵理さん恵理さん恵理さん恵理さん    

対象：大人対象：大人対象：大人対象：大人    

定員：定員：定員：定員：15151515 名名名名((((申込先着順申込先着順申込先着順申込先着順))))    

参加費：受講料参加費：受講料参加費：受講料参加費：受講料１１１１00000000 円円円円    材料費材料費材料費材料費 300300300300 円円円円    

申込みの受付は、申込みの受付は、申込みの受付は、申込みの受付は、11111111 月月月月 3333 日から日から日から日から    

    

日時：日時：日時：日時：11111111 月月月月 20202020 日（日（日（日（木木木木））））13131313::::30303030～～～～15151515::::00000000    

場所：本郷生涯学習センター場所：本郷生涯学習センター場所：本郷生涯学習センター場所：本郷生涯学習センター((((多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール))))    

講師：講師：講師：講師：上田上田上田上田    里恵さん里恵さん里恵さん里恵さん    

対象：大人対象：大人対象：大人対象：大人    

定員：定員：定員：定員：20202020 名名名名((((申込先着順申込先着順申込先着順申込先着順))))    

参加費：受講料１参加費：受講料１参加費：受講料１参加費：受講料１00000000 円円円円    

申込みの受付は、申込みの受付は、申込みの受付は、申込みの受付は、11111111 月月月月 1111 日から日から日から日から    



  
 

 

 

 

HHHH２６２６２６２６年年年年１０１０１０１０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－）－）－）－）   

                                                                                    

多芸は無芸多芸は無芸多芸は無芸多芸は無芸    
多芸であること多芸であること多芸であること多芸であることは、ひとつの芸に深く通じることがは、ひとつの芸に深く通じることがは、ひとつの芸に深く通じることがは、ひとつの芸に深く通じることが    

でき難いから、結局無芸に等しいということ。でき難いから、結局無芸に等しいということ。でき難いから、結局無芸に等しいということ。でき難いから、結局無芸に等しいということ。    

        

    

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    水水水水    
老大料理老大料理老大料理老大料理    実用実用実用実用ＰＣＰＣＰＣＰＣ    ＩＴＩＴＩＴＩＴさくらさくらさくらさくら    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    

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    

２２２２    木木木木    
ＰＣＰＣＰＣＰＣ初級初級初級初級（（（（主主主主））））    囲碁囲碁囲碁囲碁（（（（主主主主））））    料理料理料理料理こすもすこすもすこすもすこすもす    

書道書道書道書道    

３３３３    金金金金    
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    

４４４４    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））））    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    

５５５５    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    

６６６６    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））））    花花花花レシピレシピレシピレシピ    

７７７７    火火火火    
食育食育食育食育（（（（主主主主））））    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    ＰＣ－ＡＰＣ－ＡＰＣ－ＡＰＣ－Ａ    

絵画絵画絵画絵画    ＶＭＣＶＭＣＶＭＣＶＭＣ    手話手話手話手話おおぞらおおぞらおおぞらおおぞら    

８８８８    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    沼田沼田沼田沼田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        

９９９９    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    

１０１０１０１０    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    ぴぃかぁぶぅ★ぴぃかぁぶぅ★ぴぃかぁぶぅ★ぴぃかぁぶぅ★    

１１１１１１１１    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    

１２１２１２１２    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    

１３１３１３１３    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    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書書書道道道道    

１４１４１４１４    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））））    

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））））    ヨガヨガヨガヨガＡＡＡＡ・・・・CCCC    

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    ろうのろうのろうのろうの華華華華    

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））））    

１５１５１５１５    水水水水    
老大料理老大料理老大料理老大料理    実用実用実用実用ＰＣＰＣＰＣＰＣ    ＩＴＩＴＩＴＩＴさくらさくらさくらさくら    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    

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    

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

１６１６１６１６    木木木木    ＰＣＰＣＰＣＰＣ初級初級初級初級（（（（主主主主））））    囲碁囲碁囲碁囲碁（（（（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            

１７１７１７１７    金金金金        

１８１８１８１８    土土土土    第第第第３７３７３７３７回回回回ほんごうほんごうほんごうほんごう文化祭文化祭文化祭文化祭（（（（展示展示展示展示・カラオケ・カラオケ・カラオケ・カラオケ発表発表発表発表））））    

１９１９１９１９    日日日日    第第第第３７３７３７３７回回回回ほんごうほんごうほんごうほんごう文化祭文化祭文化祭文化祭（（（（展示展示展示展示・・・・舞台発表舞台発表舞台発表舞台発表））））    

２０２０２０２０    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））））    フラワーフラワーフラワーフラワー花花花花レシピレシピレシピレシピ    

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    

２１２１２１２１    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    ＰＣ－ＡＰＣ－ＡＰＣ－ＡＰＣ－Ａ    スマイルクラブスマイルクラブスマイルクラブスマイルクラブ    

絵画絵画絵画絵画    ＶＭＣＶＭＣＶＭＣＶＭＣ    手話手話手話手話おおぞらおおぞらおおぞらおおぞら    

２２２２２２２２    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        

２３２３２３２３    木木木木    スイーツスイーツスイーツスイーツＡ．Ｂ（Ａ．Ｂ（Ａ．Ｂ（Ａ．Ｂ（主主主主））））    遊遊遊遊遊遊遊遊ＰＣＰＣＰＣＰＣ    歌声歌声歌声歌声のチカラのチカラのチカラのチカラ    

２４２４２４２４    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    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    中国語中国語中国語中国語    

２５２５２５２５    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    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    

２６２６２６２６    日日日日    三原盆栽会三原盆栽会三原盆栽会三原盆栽会    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    

２７２７２７２７    月月月月    
アートアートアートアート書道書道書道書道    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    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    

気功気功気功気功    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    

２８２８２８２８    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））））    

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））））    ヨガヨガヨガヨガＡＡＡＡ・・・・CCCC    

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    

２９２９２９２９    水水水水        

３０３０３０３０    木木木木    基礎基礎基礎基礎からのからのからのからの書道書道書道書道    

３１３１３１３１    金金金金    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（（（（主主主主））））    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（（（（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    

１０１０１０１０月月月月１３１３１３１３日日日日    月月月月    １２１２１２１２時時時時３０３０３０３０分分分分    ピアノピアノピアノピアノ発表会発表会発表会発表会    山下真知子山下真知子山下真知子山下真知子ピアノピアノピアノピアノ教室教室教室教室    にににに        

１０１０１０１０月月月月１８１８１８１８日日日日    
１０１０１０１０月月月月１９１９１９１９日日日日    

土土土土
日日日日    

１０１０１０１０時時時時    
    ９９９９時時時時    

第第第第３７３７３７３７回回回回ほんごうほんごうほんごうほんごう文化祭文化祭文化祭文化祭    三原文化協会本郷支部三原文化協会本郷支部三原文化協会本郷支部三原文化協会本郷支部    全館全館全館全館    ８５８５８５８５－－－－０７０１０７０１０７０１０７０１    

１０１０１０１０月月月月２３２３２３２３日日日日    木木木木    １３１３１３１３時時時時３０３０３０３０分分分分    歌声歌声歌声歌声のチカラのチカラのチカラのチカラ（（（（体験講座体験講座体験講座体験講座））））    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    多多多多    ８５８５８５８５－－－－０７０１０７０１０７０１０７０１    

１０１０１０１０月月月月２６２６２６２６日日日日    日日日日    １２１２１２１２時時時時３０３０３０３０分分分分    ピアノピアノピアノピアノ発表会発表会発表会発表会    引地千尋引地千尋引地千尋引地千尋ピアピアピアピアノノノノ教室教室教室教室    にににに        

１０１０１０１０月月月月３０３０３０３０日日日日    木木木木    １３１３１３１３時時時時３０３０３０３０分分分分    基礎基礎基礎基礎からのからのからのからの書道書道書道書道（（（（体験講座体験講座体験講座体験講座））））    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    


