
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成 27272727 年度の主催講座の開講式を以下の日程で行います。受講者の方は、日時をご確認の上、年度の主催講座の開講式を以下の日程で行います。受講者の方は、日時をご確認の上、年度の主催講座の開講式を以下の日程で行います。受講者の方は、日時をご確認の上、年度の主催講座の開講式を以下の日程で行います。受講者の方は、日時をご確認の上、    

ご出席下さいますようお願いいたします。なお、開講式はご出席下さいますようお願いいたします。なお、開講式はご出席下さいますようお願いいたします。なお、開講式はご出席下さいますようお願いいたします。なお、開講式は 1111 回目の受講日となりますので、回目の受講日となりますので、回目の受講日となりますので、回目の受講日となりますので、    

年間受講料と返信ハガキに記載された準備物をご持参下さい。年間受講料と返信ハガキに記載された準備物をご持参下さい。年間受講料と返信ハガキに記載された準備物をご持参下さい。年間受講料と返信ハガキに記載された準備物をご持参下さい。    

        受講料受講料受講料受講料    月月月月 2222 回講座：３、０００円／年回講座：３、０００円／年回講座：３、０００円／年回講座：３、０００円／年        月月月月 1111 回講座：１、５００円／年回講座：１、５００円／年回講座：１、５００円／年回講座：１、５００円／年    

  

講座名講座名講座名講座名 講座名講座名講座名講座名 講座名講座名講座名講座名

ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄｻｰｸﾙﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄｻｰｸﾙﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄｻｰｸﾙﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄｻｰｸﾙ ムグンファのムグンファのムグンファのムグンファの会会会会 中国語講座中国語講座中国語講座中国語講座

絵笑絵笑絵笑絵笑のののの会(絵手紙)会(絵手紙)会(絵手紙)会(絵手紙) ゆめふうせんゆめふうせんゆめふうせんゆめふうせん 三原山三原山三原山三原山のののの会会会会

アンパンマンアンパンマンアンパンマンアンパンマン教室教室教室教室 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 本郷本郷本郷本郷コーラスほほえみコーラスほほえみコーラスほほえみコーラスほほえみ

ﾊﾜｲｱﾝｷﾙﾄｻｰｸﾙﾊﾜｲｱﾝｷﾙﾄｻｰｸﾙﾊﾜｲｱﾝｷﾙﾄｻｰｸﾙﾊﾜｲｱﾝｷﾙﾄｻｰｸﾙ ITITITIT実用実用実用実用パソコンパソコンパソコンパソコン ローズパンローズパンローズパンローズパン教室教室教室教室

アートアートアートアート書道書道書道書道 本郷本郷本郷本郷フォークダンスひまわりフォークダンスひまわりフォークダンスひまわりフォークダンスひまわり会会会会 ベーキングラブベーキングラブベーキングラブベーキングラブ

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同好会同好会同好会同好会 I・TさくらI・TさくらI・TさくらI・Tさくら 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

本郷本郷本郷本郷パソコンパソコンパソコンパソコン同好会同好会同好会同好会AAAA 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教室教室教室教室 レイフラワーラウレアレイフラワーラウレアレイフラワーラウレアレイフラワーラウレア本郷本郷本郷本郷

むくげのむくげのむくげのむくげの会(会(会(会(ハングルハングルハングルハングル）））） 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 レイフラワーアウリイレイフラワーアウリイレイフラワーアウリイレイフラワーアウリイ本郷本郷本郷本郷

本郷絵画同好会本郷絵画同好会本郷絵画同好会本郷絵画同好会 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 レイフラワー・ラブリーレイフラワー・ラブリーレイフラワー・ラブリーレイフラワー・ラブリー本郷本郷本郷本郷

三原三原三原三原ＶＭＣＶＭＣＶＭＣＶＭＣ あひるのあひるのあひるのあひるの会会会会 茶道教室茶道教室茶道教室茶道教室

手話手話手話手話サークルサークルサークルサークル　　　　おおぞらおおぞらおおぞらおおぞら 本郷本郷本郷本郷パソコンパソコンパソコンパソコン同好会同好会同好会同好会BBBB かなかなかなかな書道書道書道書道

ろうのろうのろうのろうの華華華華 本郷健康本郷健康本郷健康本郷健康ヨガヨガヨガヨガ教室教室教室教室BBBB パソコンシニアパソコンシニアパソコンシニアパソコンシニア倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部

本郷健康本郷健康本郷健康本郷健康ヨガヨガヨガヨガ教室教室教室教室AAAA 本郷本郷本郷本郷パンパンパンパン教室教室教室教室ベーグルベーグルベーグルベーグル 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

英会話同好会(英会話同好会(英会話同好会(英会話同好会(M･E･C)M･E･C)M･E･C)M･E･C) 書道教室書道教室書道教室書道教室 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

ボジーガボジーガボジーガボジーガ新高新高新高新高 ITさわやかITさわやかITさわやかITさわやか 人物描人物描人物描人物描こうこうこうこう会会会会

ピラティスクラブピラティスクラブピラティスクラブピラティスクラブ ちゅうりっぷちゅうりっぷちゅうりっぷちゅうりっぷ 三原盆栽会三原盆栽会三原盆栽会三原盆栽会

ボジーガ・ボジーガ・ボジーガ・ボジーガ・本郷本郷本郷本郷 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教室教室教室教室

本郷健康本郷健康本郷健康本郷健康ヨガヨガヨガヨガ教室教室教室教室CCCC ＩＴＩＴＩＴＩＴきららPCきららPCきららPCきららPC同好会同好会同好会同好会

平成平成平成平成 27272727 年度の同好会一覧を掲載します。年度の同好会一覧を掲載します。年度の同好会一覧を掲載します。年度の同好会一覧を掲載します。詳細は、お問い合わせください。詳細は、お問い合わせください。詳細は、お問い合わせください。詳細は、お問い合わせください。    

問合せ問合せ問合せ問合せ先先先先    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    ☎☎☎☎85858585----0701070107010701    

講座名講座名講座名講座名 開講日開講日開講日開講日 時間時間時間時間 開設日開設日開設日開設日 講師講師講師講師 会場会場会場会場

パソコンパソコンパソコンパソコン初心者講座初心者講座初心者講座初心者講座 ５５５５月月月月４４４４日(月)日(月)日(月)日(月) 13：30～15：3013：30～15：3013：30～15：3013：30～15：30 第1第1第1第1・3・3・3・3月月月月 森島森島森島森島　　　　久和久和久和久和 情報学習室情報学習室情報学習室情報学習室

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 ５５５５月月月月５５５５日(火)日(火)日(火)日(火) 10：00～13：0010：00～13：0010：00～13：0010：00～13：00 第1火第1火第1火第1火 諸井諸井諸井諸井　　　　清美清美清美清美 調理室調理室調理室調理室

パソコンパソコンパソコンパソコン中級講座中級講座中級講座中級講座 ５５５５月月月月１２１２１２１２日(火)日(火)日(火)日(火) 　9：30～11：30　9：30～11：30　9：30～11：30　9：30～11：30 第2第2第2第2・4・4・4・4火火火火 児玉児玉児玉児玉　　　　洋美洋美洋美洋美 情報学習室情報学習室情報学習室情報学習室

ハングルハングルハングルハングル初心者講座初心者講座初心者講座初心者講座 ５５５５月月月月１２１２１２１２日(火)日(火)日(火)日(火) 13：30～15：0013：30～15：0013：30～15：0013：30～15：00 第2第2第2第2・4・4・4・4火火火火 渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　源徹源徹源徹源徹 研修室研修室研修室研修室４４４４

やさしくストレッチやさしくストレッチやさしくストレッチやさしくストレッチ
（（（（体幹体幹体幹体幹トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング））））

５５５５月月月月１２１２１２１２日(火)日(火)日(火)日(火) 13：30～15：0013：30～15：0013：30～15：0013：30～15：00 第2第2第2第2・4・4・4・4火火火火 牧田牧田牧田牧田　　　　美千代美千代美千代美千代 多目的多目的多目的多目的ホールホールホールホール

茶道茶道茶道茶道（（（（裏千家裏千家裏千家裏千家）））） ５５５５月月月月６６６６日(水)日(水)日(水)日(水) 10：00～12：0010：00～12：0010：00～12：0010：00～12：00 第1第1第1第1・3・3・3・3水水水水 端元久美子端元久美子端元久美子端元久美子
和室和室和室和室

ミーティングルームミーティングルームミーティングルームミーティングルーム

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 ５５５５月月月月１３１３１３１３日(水)日(水)日(水)日(水) 13：30～15：3013：30～15：3013：30～15：3013：30～15：30 第2第2第2第2・4・4・4・4水水水水 金野金野金野金野　　　　泉泉泉泉 研修室研修室研修室研修室４４４４

歌声歌声歌声歌声のチカラのチカラのチカラのチカラ ５５５５月月月月１３１３１３１３日(水)日(水)日(水)日(水) 13：30～15：0013：30～15：0013：30～15：0013：30～15：00 第2第2第2第2・4・4・4・4水水水水 松島松島松島松島　　　　眞理子眞理子眞理子眞理子 多目的多目的多目的多目的ホールホールホールホール

たのしむたのしむたのしむたのしむ絵画絵画絵画絵画
（（（（水彩水彩水彩水彩・・・・油彩油彩油彩油彩・パステル・パステル・パステル・パステル））））

５５５５月月月月７７７７日(木)日(木)日(木)日(木) 13：30～15：3013：30～15：3013：30～15：3013：30～15：30 第1第1第1第1・3・3・3・3木木木木 岡本岡本岡本岡本　　　　博実博実博実博実 工芸室工芸室工芸室工芸室

囲碁講座囲碁講座囲碁講座囲碁講座 ５５５５月月月月７７７７日(木)日(木)日(木)日(木) 　9：30～11：30　9：30～11：30　9：30～11：30　9：30～11：30 第1第1第1第1・3・3・3・3木木木木 入江入江入江入江　　　　愼爾愼爾愼爾愼爾 研修室研修室研修室研修室３３３３

パソコンパソコンパソコンパソコン初級講座初級講座初級講座初級講座 ５５５５月月月月７７７７日(木)日(木)日(木)日(木) 13：30～15：3013：30～15：3013：30～15：3013：30～15：30 第1第1第1第1・3・3・3・3木木木木 谷口谷口谷口谷口　　　　茂茂茂茂 情報学習室情報学習室情報学習室情報学習室

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 ５５５５月月月月１４１４１４１４日(木)日(木)日(木)日(木) 13：30～15：3013：30～15：3013：30～15：3013：30～15：30 第2第2第2第2・4・4・4・4木木木木 西原西原西原西原　　　　昇昇昇昇 工芸室工芸室工芸室工芸室

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 ５５５５月月月月１１１１日(金)日(金)日(金)日(金) 13：30～15：3013：30～15：3013：30～15：3013：30～15：30 第1第1第1第1・3・3・3・3金金金金 牧野牧野牧野牧野　　　　和子和子和子和子 工芸室工芸室工芸室工芸室

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 ５５５５月月月月１１１１日(金)日(金)日(金)日(金) 13：30～15：0013：30～15：0013：30～15：0013：30～15：00 第1第1第1第1・3・3・3・3金金金金 柳川柳川柳川柳川　　　　豊香豊香豊香豊香 多目的多目的多目的多目的ホールホールホールホール

くらしのくらしのくらしのくらしの筆文字講座筆文字講座筆文字講座筆文字講座 ５５５５月月月月２２２２日(土)日(土)日(土)日(土) 10：00～12：0010：00～12：0010：00～12：0010：00～12：00 第1第1第1第1・3・3・3・3土土土土 河原河原河原河原　　　　房子房子房子房子 工芸室工芸室工芸室工芸室

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    



  
 

 

 

 

HHHH２７２７２７２７年年年年４４４４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－）－）－）－）   

主催講座は主催講座は主催講座は主催講座は 5555 月から開講します月から開講します月から開講します月から開講します。。。。    

        

４月から自主講座（同好会）４月から自主講座（同好会）４月から自主講座（同好会）４月から自主講座（同好会）    

としてスタートしました。としてスタートしました。としてスタートしました。としてスタートしました。    
本郷コーラスほほえみ・絵笑の会（絵手紙）本郷コーラスほほえみ・絵笑の会（絵手紙）本郷コーラスほほえみ・絵笑の会（絵手紙）本郷コーラスほほえみ・絵笑の会（絵手紙）    

本郷フォークダンスひまわり会・かな書道本郷フォークダンスひまわり会・かな書道本郷フォークダンスひまわり会・かな書道本郷フォークダンスひまわり会・かな書道    

                                                    

                        

     

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    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    実用実用実用実用ＰＣＰＣＰＣＰＣ    ＩＴＩＴＩＴＩＴさくらさくらさくらさくら    ラビアンラビアンラビアンラビアン    

２２２２    木木木木    書道書道書道書道    パンベーグルパンベーグルパンベーグルパンベーグル    

３３３３    金金金金    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    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    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    

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    絵笑絵笑絵笑絵笑のののの会会会会（（（（絵手紙絵手紙絵手紙絵手紙））））    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    

７７７７    火火火火    むくげむくげむくげむくげのののの会会会会    絵画絵画絵画絵画    ＰＣ－ＡＰＣ－ＡＰＣ－ＡＰＣ－Ａ    ＶＭＣＶＭＣＶＭＣＶＭＣ    手話手話手話手話    

８８８８    水水水水    
親子親子親子親子３３３３ＢＢＢＢ    ヨガヨガヨガヨガＢＢＢＢ    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    ラビアンラビアンラビアンラビアン    

ＰＣ－ＢＰＣ－ＢＰＣ－ＢＰＣ－Ｂ    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    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    

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        

１０１０１０１０    金金金金    コーラスコーラスコーラスコーラス    クオーレクオーレクオーレクオーレ    三原山三原山三原山三原山のののの会会会会    

１１１１１１１１    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    かなかなかなかな書道書道書道書道        

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    アートアートアートアート書道書道書道書道    アンパンマンアンパンマンアンパンマンアンパンマン    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    

１４１４１４１４    火火火火    
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    ムグンファムグンファムグンファムグンファ    ゆめふうせんゆめふうせんゆめふうせんゆめふうせん    

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    英会話英会話英会話英会話    ろうのろうのろうのろうの華華華華    あひるのあひるのあひるのあひるの会会会会    

１５１５１５１５    水水水水    
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    ラビアンラビアンラビアンラビアン    実用実用実用実用ＰＣＰＣＰＣＰＣ    ＩＴＩＴＩＴＩＴささささくらくらくらくら    

手作手作手作手作りケーキりケーキりケーキりケーキ    

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

１６１６１６１６    木木木木    書道書道書道書道    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    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    

１８１８１８１８    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））））    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    

１９１９１９１９    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    

２０２０２０２０    月月月月    絵笑絵笑絵笑絵笑のののの会会会会（（（（絵手紙絵手紙絵手紙絵手紙））））    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    

２１２１２１２１    火火火火    
スマイルスマイルスマイルスマイル    むくげのむくげのむくげのむくげの会会会会    絵画絵画絵画絵画    ＰＣ－ＡＰＣ－ＡＰＣ－ＡＰＣ－Ａ    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    
親子親子親子親子３３３３ＢＢＢＢ    ヨガヨガヨガヨガＢＢＢＢ    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    あひるのあひるのあひるのあひるの会会会会    

ＰＣ－ＢＰＣ－ＢＰＣ－ＢＰＣ－Ｂ    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    老大料理老大料理老大料理老大料理    

２３２３２３２３    木木木木    楽楽楽楽しいスイーツしいスイーツしいスイーツしいスイーツ    遊遊遊遊遊遊遊遊ＰＣＰＣＰＣＰＣ    

２４２４２４２４    金金金金        

２５２５２５２５    土土土土    かなかなかなかな書道書道書道書道    

２６２６２６２６    日日日日        

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    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    刺刺刺刺しししし子子子子    気功気功気功気功    

２８２８２８２８    火火火火    
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    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        

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    老大老大老大老大ＰＣＰＣＰＣＰＣ    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        

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    

４４４４月月月月１２１２１２１２日日日日    日日日日    ９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分    三原地区競吟大会三原地区競吟大会三原地区競吟大会三原地区競吟大会    関西吟詩文化協会公認関西吟詩文化協会公認関西吟詩文化協会公認関西吟詩文化協会公認    哲滄会哲滄会哲滄会哲滄会    にににに    ６６６６６６６６－－－－３２７０３２７０３２７０３２７０    

４４４４月月月月１９１９１９１９日日日日    日日日日    ９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分    吟詠吟詠吟詠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総連三原支部予選会広島県総連三原支部予選会広島県総連三原支部予選会広島県総連三原支部予選会    広島県総連三原支部広島県総連三原支部広島県総連三原支部広島県総連三原支部    にににに    ６３６３６３６３－－－－０４４２０４４２０４４２０４４２    

４４４４月月月月２６２６２６２６日日日日    日日日日    ９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分    全国全国全国全国エヒメアヤメサミットエヒメアヤメサミットエヒメアヤメサミットエヒメアヤメサミット三原大会三原大会三原大会三原大会    三原市教育委員会三原市教育委員会三原市教育委員会三原市教育委員会    文化課文化課文化課文化課    にににに    ６４６４６４６４－－－－９２３４９２３４９２３４９２３４    

４４４４月月月月２９２９２９２９日日日日    水水水水    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    ふじわらあけみふじわらあけみふじわらあけみふじわらあけみ    ピアノピアノピアノピアノ教室教室教室教室    にににに    ――――    


