
 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２１２１２１２月月月月１９１９１９１９日日日日((((土土土土))))    ごご２ごご２ごご２ごご２：：：：００００００００～～～～２２２２：：：：３０３０３０３０    

今年最後今年最後今年最後今年最後のおはなしのおはなしのおはなしのおはなし会会会会ですですですです。。。。    

みんなみんなみんなみんな聞聞聞聞きにきてねきにきてねきにきてねきにきてね！！！！    

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 9999 日日日日（（（（水水水水））））13131313：：：：30303030～～～～15151515：：：：30303030    

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((((ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー))))    

内容内容内容内容：：：：要要要要介護予防介護予防介護予防介護予防のののの体操体操体操体操・・・・自分自分自分自分でできるでできるでできるでできる足揉足揉足揉足揉みみみみ法法法法    

講師講師講師講師：：：：山田山田山田山田    千笑千笑千笑千笑    さんさんさんさん    

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    

持参品持参品持参品持参品：：：：運動運動運動運動できるできるできるできる服装服装服装服装    敷物敷物敷物敷物((((バスタオル・ヨガマットバスタオル・ヨガマットバスタオル・ヨガマットバスタオル・ヨガマット等等等等))))    

    飲飲飲飲みみみみ物物物物    

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((((火火火火))))～～～～12121212 月月月月 7777 日日日日((((月月月月))))    

日時日時日時日時：：：：1111 月月月月 17171717 日日日日（（（（日日日日））））        開場開場開場開場 13131313：：：：00000000        開演開演開演開演 11113333::::33330000    

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    

内容内容内容内容：：：：広島広島広島広島カープのカープのカープのカープの選手選手選手選手とのふれあいトークとのふれあいトークとのふれあいトークとのふれあいトーク    

出演者出演者出演者出演者：：：：ＲＣＣＲＣＣＲＣＣＲＣＣアナウンサーアナウンサーアナウンサーアナウンサー    坂上俊次坂上俊次坂上俊次坂上俊次さんさんさんさん    

カープカープカープカープ芸人芸人芸人芸人    ザ・ギースザ・ギースザ・ギースザ・ギース尾関尾関尾関尾関さんさんさんさん    

広島広島広島広島カカカカープープープープ選手選手選手選手    ２２２２名名名名    

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 1000100010001000 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 7777 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：：：：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、、、、中央公民館中央公民館中央公民館中央公民館    

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、、、、教育委員会文化課教育委員会文化課教育委員会文化課教育委員会文化課    

本郷町内本郷町内本郷町内本郷町内のののの各各各各コミセンコミセンコミセンコミセン、、、、本郷公民館本郷公民館本郷公民館本郷公民館    

日時日時日時日時：：：：12121212 月月月月 11118888 日日日日（（（（金金金金））））13131313：：：：30303030～～～～15151515：：：：30303030    

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((((研修室研修室研修室研修室 4444))))    

講師講師講師講師：：：：槙野槙野槙野槙野    直美直美直美直美    さんさんさんさん    

対象対象対象対象：：：：大人大人大人大人    

定員定員定員定員：：：：11116666 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：：：：1818181800000000 円円円円    

持参品持参品持参品持参品：：：：着着着着けたいストールけたいストールけたいストールけたいストール、、、、スカーフスカーフスカーフスカーフ((((あればあればあればあれば))))    

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((((火火火火))))～～～～12121212 月月月月 14141414 日日日日((((月月月月))))    

平成平成平成平成 28282828年度本郷生涯学習年度本郷生涯学習年度本郷生涯学習年度本郷生涯学習センターをセンターをセンターをセンターを定期利用定期利用定期利用定期利用    

されるされるされるされる団体団体団体団体((((継続継続継続継続････新規新規新規新規))))はははは、、、、団体登録団体登録団体登録団体登録がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    

申請書類申請書類申請書類申請書類にににに必要事項必要事項必要事項必要事項をををを記入記入記入記入してしてしてして提出提出提出提出してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。    

＜＜＜＜申請書類申請書類申請書類申請書類＞＞＞＞    

1.1.1.1.団体登録団体登録団体登録団体登録利用申請書利用申請書利用申請書利用申請書    

2.2.2.2.団体登録団体登録団体登録団体登録カードカードカードカード    

3.3.3.3.使用料減免申請書使用料減免申請書使用料減免申請書使用料減免申請書    

((((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使用料免除使用料免除使用料免除使用料免除にににに必要必要必要必要ですですですです))))    

各各各各様式様式様式様式はははは本郷生涯本郷生涯本郷生涯本郷生涯学習学習学習学習センターセンターセンターセンター事務所事務所事務所事務所ににににありますありますありますあります。。。。    

申請書類申請書類申請書類申請書類はははは、、、、準備準備準備準備ができができができができ次第次第次第次第１２１２１２１２月月月月にににに配布配布配布配布予定予定予定予定ですですですです。。。。    

提出期間提出期間提出期間提出期間はははは、、、、１１１１月月月月をををを予定予定予定予定していますしていますしていますしています。。。。 



     
 
 

  

    

ＨＨＨＨ２７２７２７２７年年年年１２１２１２１２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（２）嬉しい知恵袋（２）嬉しい知恵袋（２）嬉しい知恵袋（２）        

手垢などで壁が汚れたら（黒ずみ）手垢などで壁が汚れたら（黒ずみ）手垢などで壁が汚れたら（黒ずみ）手垢などで壁が汚れたら（黒ずみ）    

消しゴムでこすれば落とせます。消しゴムでこすれば落とせます。消しゴムでこすれば落とせます。消しゴムでこすれば落とせます。        

  

 

        

    

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    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    むくげむくげむくげむくげ    ＰＣ－ＡＰＣ－ＡＰＣ－ＡＰＣ－Ａ    ＶＭＣＶＭＣＶＭＣＶＭＣ    

絵画絵画絵画絵画    手話手話手話手話おおぞらおおぞらおおぞらおおぞら        

２２２２    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    

３３３３    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））））        

書書書書道道道道    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    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    

４４４４    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    

５５５５    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))))    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    

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    

６６６６    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    

７７７７    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    

８８８８    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        

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    ピラティスピラティスピラティスピラティス    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    

９９９９    水水水水    
ヨガヨガヨガヨガＢＢＢＢ    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））））    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））））        

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                        

１０１０１０１０    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    リコーダーリコーダーリコーダーリコーダー（（（（主主主主））））    

１１１１１１１１    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    三原山三原山三原山三原山のののの会会会会        

１２１２１２１２    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    

１３１３１３１３    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    

１４１４１４１４    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    

１５１５１５１５    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    

スマイルクラブスマイルクラブスマイルクラブスマイルクラブ    手話手話手話手話おおぞらおおぞらおおぞらおおぞら    

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

１６１６１６１６    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    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    ラビラビラビラビアンローズアンローズアンローズアンローズ            

１７１７１７１７    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 

１８１８１８１８    金金金金    
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（（（（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    

１９１９１９１９    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    

２０２０２０２０    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    

２１２１２１２１    月月月月    ＰＣＰＣＰＣＰＣ初心者初心者初心者初心者（（（（主主主主））））    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    絵笑絵笑絵笑絵笑のののの会会会会    

２２２２２２２２    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    

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        英英英英会話会話会話会話    

２３２３２３２３    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        

２４２４２４２４    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））））    

２５２５２５２５    金金金金        

２６２６２６２６    土土土土    茶道茶道茶道茶道（（（（表表表表））））    ＰＣＰＣＰＣＰＣシニアシニアシニアシニア 

２７２７２７２７    日日日日        

２８２８２８２８    月月月月    御用納御用納御用納御用納めめめめ    

２９２９２９２９    火火火火    年末年末年末年末    ２８２８２８２８日日日日～～～～３１３１３１３１日日日日    

３０３０３０３０    水水水水    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    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    

１２１２１２１２月月月月    ９９９９日日日日    水水水水    １３１３１３１３時時時時３０３０３０３０分分分分    体体体体がよろこぶがよろこぶがよろこぶがよろこぶ健康健康健康健康講座講座講座講座（（（（２２２２））））    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    ギギギギ    ８５８５８５８５－－－－０７０１０７０１０７０１０７０１    

１２１２１２１２月月月月１３１３１３１３日日日日    日日日日    １７１７１７１７時時時時    
第第第第１０１０１０１０回記念公演回記念公演回記念公演回記念公演    

「「「「スターダストスターダストスターダストスターダスト    トレイントレイントレイントレイン」」」」    

ミュージカルシティみはらミュージカルシティみはらミュージカルシティみはらミュージカルシティみはら    

ピープルピープルピープルピープル    
にににに    －－－－    

１２１２１２１２月月月月１８１８１８１８日日日日    金金金金    １３１３１３１３時時時時３０３０３０３０分分分分    
ものものものもの作作作作りりりり講座講座講座講座（（（（手芸編手芸編手芸編手芸編））））    

ビーズでスカーフビーズでスカーフビーズでスカーフビーズでスカーフ留留留留めをめをめをめを作作作作ろうろうろうろう    
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    研研研研４４４４    ８５８５８５８５－－－－０７０１０７０１０７０１０７０１    

１２１２１２１２月月月月２７２７２７２７日日日日    日日日日    １４１４１４１４時時時時    ウイウイウイウインターコンサートンターコンサートンターコンサートンターコンサート    柳川柳川柳川柳川    豊香豊香豊香豊香    多多多多    ----    


