
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をををを受講受講受講受講されるされるされるされる皆様皆様皆様皆様へのおへのおへのおへのお知知知知らせらせらせらせ    

開講式開講式開講式開講式はははは、、、、1111 回目回目回目回目のののの受講日受講日受講日受講日となりますのでとなりますのでとなりますのでとなりますので年間受講料年間受講料年間受講料年間受講料（（（（20202020 回講回講回講回講

座座座座 3,0003,0003,0003,000 円円円円////10101010 回講座回講座回講座回講座 1,5001,5001,5001,500 円円円円））））及及及及びびびび、、、、案内案内案内案内ハガキでハガキでハガキでハガキでおおおお知知知知らせらせらせらせ

したしたしたした準備物準備物準備物準備物ををををごごごご持参持参持参持参くださいくださいくださいください。。。。    

ごごごご不明不明不明不明なななな点点点点がございましたらがございましたらがございましたらがございましたら、、、、下記下記下記下記ににににおおお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。。。。    

問合問合問合問合せせせせ先先先先        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    ☎８５☎８５☎８５☎８５－－－－０７０１０７０１０７０１０７０１    

            

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：６月 26 日（金）（13:30～15:30） 

場 所：本郷生涯学習センター（工芸室） 

講 師：大古 美智子 

内 容：日焼け、虫よけ、虫刺され、花粉症、 

    アンチエイジング、加齢臭対策を 

    学びます 

会 費：受講料：100 円 材料費：900 円 

募集人数：16 名（申込先着順） 

申込期間：６月 1 日（月）～６月 19 日（金） 

26年度 2,446団体

25年度 2,374団体

・・・・26262626 年度年度年度年度のののの利用団体利用団体利用団体利用団体はははは 25252525 年度年度年度年度とととと比較比較比較比較

してしてしてして 72727272 団体団体団体団体 3333％％％％のののの増加増加増加増加、、、、利用人数利用人数利用人数利用人数はははは

7660766076607660 人人人人 8.6%8.6%8.6%8.6%のののの減少減少減少減少ででででしたしたしたした。。。。男女比率男女比率男女比率男女比率

はははは、、、、女性女性女性女性がががが総利用者総利用者総利用者総利用者のののの 67%67%67%67%とととと高高高高いいいい比率比率比率比率

をををを占占占占めてめてめてめていますいますいますいます。。。。    

沢山講座沢山講座沢山講座沢山講座がございますのでがございますのでがございますのでがございますので、、、、男性男性男性男性のののの方方方方

もももも是非是非是非是非、、、、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をごセンターをごセンターをごセンターをご利利利利

用用用用くだくだくだくださいさいさいさい。。。。    

26年度 81,283人

25年度 88,943人

26年度 26,969人

25年度 31,176人

26年度 54,314人

25年度 57,767人

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 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 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 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 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 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 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 和室和室和室和室

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 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 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 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 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 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 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 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 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 工芸室工芸室工芸室工芸室

２０１５２０１５２０１５２０１５年年年年５５５５月月月月１６１６１６１６日日日日((((土土土土))))    

ごごごごごごごご    ２２２２：：：：００００００００～～～～２２２２：：：：３０３０３０３０    

本本本本郷図書館郷図書館郷図書館郷図書館    絵本絵本絵本絵本のコーナーのコーナーのコーナーのコーナー    

大人大人大人大人もももも子供子供子供子供もももも大歓迎大歓迎大歓迎大歓迎♪♪♪♪    

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    



   
 

 

 

 

HHHH２７２７２７２７年年年年５５５５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－）－）－）－）   

        

５月から主催講座として５月から主催講座として５月から主催講座として５月から主催講座として    

スタートしました。スタートしました。スタートしました。スタートしました。    
たのしむ絵画（水彩、油彩、パステル）たのしむ絵画（水彩、油彩、パステル）たのしむ絵画（水彩、油彩、パステル）たのしむ絵画（水彩、油彩、パステル）    

                基礎からの書道基礎からの書道基礎からの書道基礎からの書道    ・・・・    歌声のチカラ歌声のチカラ歌声のチカラ歌声のチカラ    

茶道（裏千家）茶道（裏千家）茶道（裏千家）茶道（裏千家）                                                        

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    金金金金    
押押押押しししし花花花花（（（（主主主主））））    リコーダーリコーダーリコーダーリコーダー（（（（主主主主））））中国語中国語中国語中国語    ＩＴＩＴＩＴＩＴきららきららきららきらら    

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    

２２２２    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子子子どものアートどものアートどものアートどものアート教室教室教室教室    

３３３３    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    

４４４４    月月月月    ＰＣＰＣＰＣＰＣ初心者初心者初心者初心者（（（（主主主主））））    絵笑絵笑絵笑絵笑のののの会会会会    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    

５５５５    火火火火    食育食育食育食育（（（（主主主主））））    絵画絵画絵画絵画    ＰＣ－ＡＰＣ－ＡＰＣ－ＡＰＣ－Ａ    ＶＭＣＶＭＣＶＭＣＶＭＣ    

６６６６    水水水水    
茶道茶道茶道茶道（（（（裏裏裏裏）（）（）（）（主主主主））））    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    

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    

７７７７    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））））    たのしむたのしむたのしむたのしむ絵画絵画絵画絵画（（（（主主主主））））    

書道書道書道書道    本郷本郷本郷本郷パンベーグルパンベーグルパンベーグルパンベーグル        

８８８８    金金金金    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    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    

９９９９    土土土土    茶道茶道茶道茶道（（（（表表表表））））    かなかなかなかな書道書道書道書道    ＰＣＰＣＰＣＰＣシニアシニアシニアシニア    

１０１０１０１０    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    

１１１１１１１１    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    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    

１２１２１２１２    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））））    ヨガヨガヨガヨガＡＡＡＡ・・・・ＣＣＣＣ    ゆめふうせんゆめふうせんゆめふうせんゆめふうせん    ピラティスピラティスピラティスピラティス    

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（（（（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    

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    ろうのろうのろうのろうの華華華華    手話手話手話手話おおぞらおおぞらおおぞらおおぞら    

１３１３１３１３    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 ））））     歌 声歌 声歌 声歌 声 の チ カ ラの チ カ ラの チ カ ラの チ カ ラ （（（（ 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        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        ヨガヨガヨガヨガＢＢＢＢ    

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        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    

１４１４１４１４    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（（（（主主主主））））    ＩＴＩＴＩＴＩＴさわやかさわやかさわやかさわやか        

１５１５１５１５    金金金金    
押押押押しししし花花花花（（（（主主主主））））    リコーダーリコーダーリコーダーリコーダー（（（（主主主主））））    中国語中国語中国語中国語    ＩＴＩＴＩＴＩＴきららきららきららきらら    

ローズパンローズパンローズパンローズパン    

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

１６１６１６１６    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    

１７１７１７１７    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    三原盆栽三原盆栽三原盆栽三原盆栽会会会会    

１８１８１８１８    月月月月    ＰＣＰＣＰＣＰＣ初心者初心者初心者初心者（（（（主主主主））））    絵笑絵笑絵笑絵笑のののの会会会会    フラワーアレンジメントフラワーアレンジメントフラワーアレンジメントフラワーアレンジメント    

１９１９１９１９    火火火火    
老大老大老大老大ＰＣＰＣＰＣＰＣ    ＰＣ－ＡＰＣ－ＡＰＣ－ＡＰＣ－Ａ    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    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    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    

２０２０２０２０    水水水水    
茶道茶道茶道茶道（（（（裏裏裏裏）（）（）（）（主主主主））））    老大料理老大料理老大料理老大料理    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    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    

２１２１２１２１    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））））    たのしむたのしむたのしむたのしむ絵画絵画絵画絵画（（（（主主主主））））    

ちゅうりっぷちゅうりっぷちゅうりっぷちゅうりっぷ    書道書道書道書道    

２２２２２２２２    金金金金    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    クオーレクオーレクオーレクオーレ    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    

２３２３２３２３    土土土土    茶道茶道茶道茶道（（（（表表表表））））    かなかなかなかな書道書道書道書道    ＰＣＰＣＰＣＰＣシニアシニアシニアシニア    

２４２４２４２４    日日日日        

２５２５２５２５    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    

２６２６２６２６    火火火火    

ハハハハングルングルングルングル初心者初心者初心者初心者（（（（主主主主））））    ヨガヨガヨガヨガＡＡＡＡ・・・・ＣＣＣＣ    ゆめふうせんゆめふうせんゆめふうせんゆめふうせん    ピラティスピラティスピラティスピラティス    

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（（（（主主主主））））    ＰＣＰＣＰＣＰＣ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    

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    手話手話手話手話おおぞらおおぞらおおぞらおおぞら    

２７２７２７２７    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 ））））     歌 声歌 声歌 声歌 声 の チ カ ラの チ カ ラの チ カ ラの チ カ ラ （（（（ 主主主主 ））））     ヨ ガヨ ガヨ ガヨ ガ ＢＢＢＢ                    

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    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        

２８２８２８２８    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（（（（主主主主））））    

２９２９２９２９    金金金金        

３０３０３０３０    土土土土    ＰＣＰＣＰＣＰＣシニアシニアシニアシニア    

３１３１３１３１    日日日日        

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    

５５５５月月月月１７１７１７１７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発表会発表会発表会発表会    広島県歌謡協会広島県歌謡協会広島県歌謡協会広島県歌謡協会    にににに    ８６８６８６８６－－－－２１７７２１７７２１７７２１７７    

６６６６月月月月２１２１２１２１日日日日    日日日日    １０１０１０１０時時時時    池坊巡回講座池坊巡回講座池坊巡回講座池坊巡回講座    池坊御豊支部池坊御豊支部池坊御豊支部池坊御豊支部    にににに    ６９６９６９６９－－－－０８９５０８９５０８９５０８９５    

６６６６月月月月２８２８２８２８日日日日    日日日日    ９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分    栃谷栃谷栃谷栃谷カラオケカラオケカラオケカラオケ教室発表会教室発表会教室発表会教室発表会    栃谷栃谷栃谷栃谷カラオケカラオケカラオケカラオケ教室教室教室教室    にににに    ８６８６８６８６－－－－５０３１５０３１５０３１５０３１    


