
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館図書館図書館図書館システムシステムシステムシステム更新更新更新更新のためのためのためのため、、、、上記上記上記上記のののの期間期間期間期間休館休館休館休館いたしますいたしますいたしますいたします。。。。3333月月月月 1111日日日日((((日日日日))))よりよりよりより通常通通常通通常通通常通りりりり開館開館開館開館しますしますしますします。。。。    

ごごごご迷惑迷惑迷惑迷惑をおをおをおをお掛掛掛掛けいたしますがけいたしますがけいたしますがけいたしますが、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。                本郷図書館本郷図書館本郷図書館本郷図書館    TTTTel:85el:85el:85el:85----0703070307030703    

平成平成平成平成 27272727 年２年２年２年２月月月月 22221111 日日日日((((土土土土))))        9:009:009:009:00～～～～11117777:00:00:00:00    

平成平成平成平成 27272727 年２年２年２年２月月月月 22222222 日日日日((((日日日日) ) ) )     9:009:009:009:00～～～～1111６６６６:00:00:00:00    

素敵な作品をご覧素敵な作品をご覧素敵な作品をご覧素敵な作品をご覧ください。ください。ください。ください。    

２月２１日２月２１日２月２１日２月２１日((((土土土土))))にはお茶席にはお茶席にはお茶席にはお茶席の体験講座の体験講座の体験講座の体験講座ももももありますありますありますあります。。。。    

参加参加参加参加費：費：費：費：100100100100 円円円円    是是是是非非非非ご利用下さい。ご利用下さい。ご利用下さい。ご利用下さい。    

 

平成平成平成平成 27272727 年年年年 2222 月月月月 22222222 日日日日((((日日日日) 10:30) 10:30) 10:30) 10:30～～～～15:3015:3015:3015:30    

2222 月月月月 22222222 日は昼食日は昼食日は昼食日は昼食((((炊込みご飯と豚汁炊込みご飯と豚汁炊込みご飯と豚汁炊込みご飯と豚汁ののののセットセットセットセット

400400400400 円円円円))))をををを販売販売販売販売しますしますしますします。。。。    是非ご利用下さい。是非ご利用下さい。是非ご利用下さい。是非ご利用下さい。    

 

平成平成平成平成 27272727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のののの募集募集募集募集がががが 3333月月月月からからからから始始始始まままま

りますりますりますります。。。。受講希望者受講希望者受講希望者受講希望者はははは「「「「広報広報広報広報みはらみはらみはらみはら」」」」３３３３月号月号月号月号

のののの募集要項募集要項募集要項募集要項をごをごをごをご確認確認確認確認のうえのうえのうえのうえ往復往復往復往復ハガキハガキハガキハガキでおでおでおでお申申申申

込込込込みみみみ下下下下さいさいさいさい。。。。    

不明不明不明不明なななな点点点点はははは下記下記下記下記におにおにおにお問問問問いいいい合合合合わせくださいわせくださいわせくださいわせください。。。。    

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    ℡℡℡℡85858585----0701070107010701    

日時：日時：日時：日時：２２２２月月月月２１日（土２１日（土２１日（土２１日（土））））10:310:310:310:30000～～～～11114444:00:00:00:00    

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：講師：講師：講師：森野森野森野森野    倫恵倫恵倫恵倫恵    さんさんさんさん    

定員：定員：定員：定員：20202020 名名名名    

材料費材料費材料費材料費::::１１１１00000000 円円円円    

申込期間：申込期間：申込期間：申込期間：2222 月月月月２２２２日（日（日（日（月月月月）～）～）～）～２２２２月月月月 1111９９９９日日日日((((木木木木))))    

申込先：本郷生涯学習センター申込先：本郷生涯学習センター申込先：本郷生涯学習センター申込先：本郷生涯学習センター    ℡℡℡℡:85:85:85:85----0701070107010701    

羅生門羅生門羅生門羅生門    八岐大蛇八岐大蛇八岐大蛇八岐大蛇    



  
 

 

 

 

HHHH２７２７２７２７年年年年２２２２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－）－）－）－）   

                                                                                    

        

石が流れて石が流れて石が流れて石が流れて    木の葉が沈む木の葉が沈む木の葉が沈む木の葉が沈む    

ものごとが、道理とは逆になっていることものごとが、道理とは逆になっていることものごとが、道理とは逆になっていることものごとが、道理とは逆になっていること    

                        

        

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    ほんごうほんごうほんごうほんごう芸能芸能芸能芸能フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル    

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））））    花花花花レシピレシピレシピレシピ    

３３３３    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    絵画絵画絵画絵画    ＶＭＣＶＭＣＶＭＣＶＭＣ    

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（（（（主主主主））））    

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    沼田川沼田川沼田川沼田川ファミリークラブファミリークラブファミリークラブファミリークラブ            

５５５５    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))))    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））））    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    

７７７７    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））））    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））））    

かなかなかなかな書道書道書道書道（（（（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        

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    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    

９９９９    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    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    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））））    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（（（（MEMEMEMECCCC））））    ボジーガボジーガボジーガボジ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    ピラティスピラティスピラティスピラティス    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    

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））））    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    ラビアンラビアンラビアンラビアン    三原盆栽会三原盆栽会三原盆栽会三原盆栽会    

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    

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    ぴぃかぁぶぅ★ぴぃかぁぶぅ★ぴぃかぁぶぅ★ぴぃかぁぶぅ★    

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    

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    けんみんけんみんけんみんけんみん文化祭尾三地区文化祭尾三地区文化祭尾三地区文化祭尾三地区フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル    

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））））    

フラワーアレンジフラワーアレンジフラワーアレンジフラワーアレンジ（（（（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    

１７１７１７１７    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    絵画絵画絵画絵画    ＶＭＣＶＭＣＶＭＣＶＭＣ    

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    

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    

２０２０２０２０    金金金金        

２１２１２１２１    土土土土    平成平成平成平成２６２６２６２６年度生涯学習発表会年度生涯学習発表会年度生涯学習発表会年度生涯学習発表会    作品展示作品展示作品展示作品展示    

２２２２２２２２    日日日日    平成平成平成平成２６２６２６２６年度生涯学習発表会年度生涯学習発表会年度生涯学習発表会年度生涯学習発表会    作品展示作品展示作品展示作品展示・・・・舞台発表舞台発表舞台発表舞台発表    

２３２３２３２３    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ＢＢＢＢ    

刺刺刺刺しししし子子子子    

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））））    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    ピラティスピラティスピラティスピラティス    ゆめふうせんゆめふうせんゆめふうせんゆめふうせん        

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    

えんぴつスケッチえんぴつスケッチえんぴつスケッチえんぴつスケッチ（（（（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    遊遊遊遊遊遊遊遊ＰＣＰＣＰＣＰＣ    スイーツスイーツスイーツスイーツ AAAA・・・・BBBB（（（（主主主主））））    

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    

ITITITIT きららきららきららきらら    

２８２８２８２８    土土土土    茶道茶道茶道茶道    ＰＣＰＣＰＣＰＣシニアシニアシニアシニア    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    

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    

２２２２月月月月    １１１１日日日日    日日日日    ９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分    ほんごうほんごうほんごうほんごう芸能芸能芸能芸能フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル    本郷本郷本郷本郷コミュニティセンターコミュニティセンターコミュニティセンターコミュニティセンター    全全全全    ８５８５８５８５－－－－０７０１０７０１０７０１０７０１    

２２２２月月月月１５１５１５１５日日日日    日日日日    １０１０１０１０時時時時３０３０３０３０分分分分    けんみんけんみんけんみんけんみん文化祭尾三地区文化祭尾三地区文化祭尾三地区文化祭尾三地区フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル    文化課文化課文化課文化課    全全全全    ６４６４６４６４－－－－９２３４９２３４９２３４９２３４    

２２２２月月月月２１２１２１２１日日日日    土土土土    １０１０１０１０時時時時３０３０３０３０分分分分    子子子子どもどもどもども体験講座体験講座体験講座体験講座    ちゃれんじちゃれんじちゃれんじちゃれんじ    おおおお茶会茶会茶会茶会    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    和和和和    ８５８５８５８５－－－－０７０１０７０１０７０１０７０１    

２２２２月月月月２１２１２１２１日日日日    
２２２２月月月月２２２２２２２２日日日日    

土土土土    
日日日日    

    ９９９９時時時時    
    ９９９９時時時時    

平成平成平成平成２６２６２６２６年度三原市生涯学習発表会年度三原市生涯学習発表会年度三原市生涯学習発表会年度三原市生涯学習発表会    生涯学習課生涯学習課生涯学習課生涯学習課    全全全全    ８５８５８５８５－－－－０７０１０７０１０７０１０７０１    


