
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：11 月 27 日（金）(13:30～15:30) 

場 所：本郷生涯学習センター（工芸室） 

講 師：松山 健一さん 

参加費：受講料 100 円 材料費 900 円 

募集人数：16 名（申込先着順） 

対 象：大人 

申込期間：11 月 2 日（月）～11 月 20 日（金） 

持参品：白いハンカチ(あれば)、はさみ 

日 時：12 月 9 日（水）(13:30～15:30) 

参加費：受講料 100 円 

募集人数：15 名（申込先着順） 

１１１１１１１１月月月月はミステリーはミステリーはミステリーはミステリー特集特集特集特集    
秋秋秋秋のののの夜長夜長夜長夜長にミステリーにミステリーにミステリーにミステリー小説小説小説小説をどうぞをどうぞをどうぞをどうぞ    

    

    

    

    

    

三原市立三原市立三原市立三原市立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：12 月 18 日（金）(13:30～15:30) 

参加費：受講料 100 円 材料費 1800 円 

募集人数：16 名（申込先着順） 



 

 

 

  

    

ＨＨＨＨ２７２７２７２７年年年年１１１１１１１１月月月月のののの講座講座講座講座・・・・同好会同好会同好会同好会（（（（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ール・ホール・ホール・ホール・展示展示展示展示ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー））））    

    

                        嬉しい知恵袋（１）嬉しい知恵袋（１）嬉しい知恵袋（１）嬉しい知恵袋（１）    

茶渋を落とすには乾いた湯呑などに小さじ茶渋を落とすには乾いた湯呑などに小さじ茶渋を落とすには乾いた湯呑などに小さじ茶渋を落とすには乾いた湯呑などに小さじ    

１杯の塩を入れてこするときれいになります１杯の塩を入れてこするときれいになります１杯の塩を入れてこするときれいになります１杯の塩を入れてこするときれいになります    

                 

    

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    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    

２２２２    月月月月    
絵笑絵笑絵笑絵笑のののの会会会会    ＰＣ－ＰＣ－ＰＣ－ＰＣ－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））））    

３３３３    火火火火    食育食育食育食育（（（（主主主主））））    むくげむくげむくげむくげ    ＰＣ－ＡＰＣ－ＡＰＣ－ＡＰＣ－Ａ    ＶＭＣＶＭＣＶＭＣＶＭＣ            

４４４４    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    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    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    

５５５５    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    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    

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))))    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    

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))))    

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    

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    

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    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））））    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    

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    英会英会英会英会話話話話    

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    

１１１１１１１１    水水水水    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    ラビアンラビアンラビアンラビアン    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    

１２１２１２１２    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    

１３１３１３１３    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        

１４１４１４１４    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    

１５１５１５１５    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    

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

１６１６１６１６    月月月月    ＰＣＰＣＰＣＰＣ初心者初心者初心者初心者（（（（主主主主））））    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    絵笑絵笑絵笑絵笑のののの会会会会    

１７１７１７１７    火火火火    
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    老大老大老大老大ＰＣＰＣＰＣＰＣ    ＶＭＣＶＭＣＶＭＣＶＭＣ    絵画絵画絵画絵画    

スマイルスマイルスマイルスマイル    手話手話手話手話おおぞらおおぞらおおぞらおおぞら 

１８１８１８１８    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    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    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    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    
リコーダーリコーダーリコーダーリコーダー（（（（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    

ローズパンローズパンローズパンローズパン    

２１２１２１２１    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））））    

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    

２２２２２２２２    日日日日        

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        

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 ））））     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                                    

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    

２５２５２５２５    水水水水    
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（（（（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））））    

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    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    

２６２６２６２６    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））））    

２７２７２７２７    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        

２８２８２８２８    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    

２９２９２９２９    日日日日        

３０３０３０３０    月月月月    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    

月月月月    日日日日    曜曜曜曜    開開開開始時間始時間始時間始時間    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    

１１１１１１１１月月月月    １１１１日日日日    日日日日    １４１４１４１４時時時時    
如水館中学高等学校吹奏楽部如水館中学高等学校吹奏楽部如水館中学高等学校吹奏楽部如水館中学高等学校吹奏楽部    

「「「「ステップアップコンサートステップアップコンサートステップアップコンサートステップアップコンサート」」」」    
如水館中学高等学校如水館中学高等学校如水館中学高等学校如水館中学高等学校    にににに    ６３６３６３６３－－－－２４２３２４２３２４２３２４２３    

１１１１１１１１月月月月    ７７７７日日日日    土土土土    
    ９９９９時時時時１５１５１５１５分分分分    
１３１３１３１３時時時時３０３０３０３０分分分分    

““““夢夢夢夢をををを開開開開こう”こう”こう”こう”三原弁論大会三原弁論大会三原弁論大会三原弁論大会    

三原市中学生英語三原市中学生英語三原市中学生英語三原市中学生英語スピーチコンテストスピーチコンテストスピーチコンテストスピーチコンテスト    

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    

学校教育課学校教育課学校教育課学校教育課    
にににに                    ----    

１１１１１１１１月月月月    ８８８８日日日日    日日日日    １３１３１３１３時時時時    被爆被爆被爆被爆ピアノピアノピアノピアノ平和平和平和平和コンサートコンサートコンサートコンサート＆＆＆＆講演会講演会講演会講演会    ほんごうほんごうほんごうほんごう子子子子どもどもどもども図書館図書館図書館図書館    にににに    ８６８６８６８６－－－－６０６６６０６６６０６６６０６６    

１１１１１１１１月月月月２３２３２３２３日日日日    日日日日    １４１４１４１４時時時時    三原室内管弦楽団三原室内管弦楽団三原室内管弦楽団三原室内管弦楽団    定期演奏会定期演奏会定期演奏会定期演奏会    三原室内管弦楽団三原室内管弦楽団三原室内管弦楽団三原室内管弦楽団    にににに    ----    

１１１１１１１１月月月月２７２７２７２７日日日日    火火火火    １３１３１３１３時時時時３０３０３０３０分分分分    びっくりびっくりびっくりびっくり！！！！マジックマジックマジックマジック（（（（今夜今夜今夜今夜はスターはスターはスターはスター））））    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    


