
 

   

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２１２１２１２月月月月２０２０２０２０日日日日((((土土土土))))    ごごごごごごごご    ２２２２：：：：００００００００～～～～２２２２：：：：３０３０３０３０    

ぜひぜひぜひぜひ、、、、聞聞聞聞きにきてください♪きにきてください♪きにきてください♪きにきてください♪    

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：：：：12121212 月月月月 11111111 日日日日（（（（木木木木））））13131313：：：：30303030～～～～15151515：：：：30303030    

1111 月月月月    8888 日日日日    ((((木木木木))))13131313：：：：30303030～～～～15151515：：：：30303030        のののの 2222 回講座回講座回講座回講座    

場所場所場所場所：：：：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((((工芸室工芸室工芸室工芸室))))    

対象対象対象対象：：：：大人大人大人大人    

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    材料費材料費材料費材料費：：：：2222000000000000 円円円円（（（（2222 回分回分回分回分））））    

持参品持参品持参品持参品：：：：エプロンエプロンエプロンエプロン    

申込期間申込期間申込期間申込期間：：：：12121212 月月月月 1111 日日日日((((月月月月))))～～～～12121212 月月月月 8888 日日日日((((月月月月))))    

日時日時日時日時：：：：1111 月月月月 25252525 日日日日（（（（日日日日））））        開場開場開場開場 13131313：：：：30303030        開演開演開演開演 14:0014:0014:0014:00    

場所場所場所場所：：：：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    にいたかホールにいたかホールにいたかホールにいたかホール    

演目演目演目演目：「：「：「：「羅生門羅生門羅生門羅生門」「」「」「」「八岐八岐八岐八岐のののの大蛇大蛇大蛇大蛇」」」」    

出演団体出演団体出演団体出演団体：：：：石見神楽保存会石見神楽保存会石見神楽保存会石見神楽保存会久城社中久城社中久城社中久城社中    

入場料入場料入場料入場料：：：：大人大人大人大人                    前売券前売券前売券前売券 1111000000000000 円円円円    当日券当日券当日券当日券 1500150015001500 円円円円    

                    中学生以下中学生以下中学生以下中学生以下    前売券前売券前売券前売券    500500500500 円円円円    当日当日当日当日券券券券 1000100010001000 円円円円    

ただしただしただしただし、、、、前売前売前売前売りでりでりでりで完売完売完売完売したしたしたした場合場合場合場合はははは、、、、当日券当日券当日券当日券なしなしなしなし。。。。    

販売開始日販売開始日販売開始日販売開始日：：：：12121212 月月月月 22222222 日日日日((((月月月月))))～～～～    

前売券発売所前売券発売所前売券発売所前売券発売所：：：：中央公民館中央公民館中央公民館中央公民館、、、、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    

大和文化大和文化大和文化大和文化センターセンターセンターセンター、、、、久井文化久井文化久井文化久井文化センターセンターセンターセンター    

ポポロポポロポポロポポロ    

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にセンターにセンターにセンターに    

沢山沢山沢山沢山のののの忘忘忘忘れれれれ物物物物がございますがございますがございますがございます。。。。    

１２１２１２１２月末月末月末月末でででで処分処分処分処分いたしますいたしますいたしますいたします

のでのでのでので、、、、心当心当心当心当たりのたりのたりのたりの人人人人はははは事務所事務所事務所事務所

にににに取取取取りにりにりにりに来来来来てくださいてくださいてくださいてください。。。。    

ジュエリージュエリージュエリージュエリー、、、、セーターセーターセーターセーター    

帽子帽子帽子帽子、、、、メガネメガネメガネメガネ、、、、万年筆万年筆万年筆万年筆    等々等々等々等々    



  
 

 

 

 

HHHH２６２６２６２６年年年年１２１２１２１２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－）－）－）－）   

                                

正直の頭正直の頭正直の頭正直の頭（こうべ）（こうべ）（こうべ）（こうべ）に神宿るに神宿るに神宿るに神宿る    

正直な人にはいつか必ず神様の助けがある。正直な人にはいつか必ず神様の助けがある。正直な人にはいつか必ず神様の助けがある。正直な人にはいつか必ず神様の助けがある。    

神様は正直な人を守護し給神様は正直な人を守護し給神様は正直な人を守護し給神様は正直な人を守護し給（たま）（たま）（たま）（たま）う。う。う。う。        

                                                                                                                                    

    

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    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        

２２２２    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    

３３３３    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    

ラビアンローラビアンローラビアンローラビアンローズズズズ    コーラスコーラスコーラスコーラス（（（（主主主主））））        

４４４４    木木木木    ＰＣＰＣＰＣＰＣ初級初級初級初級（（（（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            

５５５５    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    

６６６６    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    

７７７７    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    

８８８８    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                    

９９９９    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    ゆめゆめゆめゆめふうせんふうせんふうせんふうせん    ろうのろうのろうのろうの華華華華    

１０１０１０１０    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        

１１１１１１１１    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        

１２１２１２１２    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    

１３１３１３１３    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    

１４１４１４１４    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    

１５１５１５１５    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        

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

１６１６１６１６    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    

１７１７１７１７    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    ＩＩＩＩＴＴＴＴ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            

１８１８１８１８    木木木木    
囲碁講座囲碁講座囲碁講座囲碁講座（（（（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    

１９１９１９１９    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））））    

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

２０２０２０２０    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    

２１２１２１２１    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    三原盆栽会三原盆栽会三原盆栽会三原盆栽会    

２２２２２２２２    月月月月    アートアートアートアート書道書道書道書道    気功気功気功気功    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ＳＳＳＳ    

２３２３２３２３    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））））    PPPPＣＣＣＣ中級中級中級中級（（（（主主主主））））    

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））））    ボジボジボジボジーガーガーガーガ新高新高新高新高・・・・本郷本郷本郷本郷        

ヨガヨガヨガヨガＡＡＡＡ・・・・ＣＣＣＣ    

２４２４２４２４    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    

２５２５２５２５    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        

２６２６２６２６    金金金金    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    

２７２７２７２７    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        

２８２８２８２８    日日日日        

２９２９２９２９    月月月月    年末年末年末年末    ２８２８２８２８日日日日～～～～３１３１３１３１日日日日    

３０３０３０３０    火火火火    年始年始年始年始        １１１１日日日日    ～～～～４４４４日日日日はははは休館日休館日休館日休館日ですですですです。。。。    

３１３１３１３１    水水水水        

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    

１２１２１２１２月月月月    ７７７７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    山下真智子山下真智子山下真智子山下真智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                ――――    

１２１２１２１２月月月月１１１１１１１１日日日日    木木木木    １３１３１３１３時時時時３０３０３０３０分分分分    栗栗栗栗のいがのいがのいがのいが染染染染めめめめ講座講座講座講座（（（（２２２２回講座回講座回講座回講座のののの初回初回初回初回））））    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    調調調調    ８５８５８５８５－－－－０７０１０７０１０７０１０７０１    

１２１２１２１２月月月月１３１３１３１３日日日日    土土土土    １３１３１３１３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    永坂永坂永坂永坂ピアノピアノピアノピアノ教室教室教室教室    にににに    ――――    

１２１２１２１２月月月月１３１３１３１３日日日日    土土土土    １４１４１４１４時時時時    りとみっく♪らんどりとみっく♪らんどりとみっく♪らんどりとみっく♪らんど発表会発表会発表会発表会    りとみっく♪らんどりとみっく♪らんどりとみっく♪らんどりとみっく♪らんど    多多多多    ――――    

１２１２１２１２月月月月１４１４１４１４日日日日    日日日日    １３１３１３１３時時時時    ピアノピアノピアノピアノ発表会発表会発表会発表会    中村中村中村中村ピアノピアノピアノピアノ教室教室教室教室    にににに    ――――    

１２１２１２１２月月月月１４１４１４１４日日日日    日日日日    １４１４１４１４時時時時    ピアノピアノピアノピアノ発表会発表会発表会発表会    トライアングルトライアングルトライアングルトライアングル    多多多多    ――――    

１２１２１２１２月月月月２１２１２１２１日日日日    日日日日    １４１４１４１４時時時時    クリスマスコンサートクリスマスコンサートクリスマスコンサートクリスマスコンサート    柳川豊香柳川豊香柳川豊香柳川豊香    多多多多    ――――    


