
 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016201620162016年年年年からからからから    毎月第毎月第毎月第毎月第 4444木曜日木曜日木曜日木曜日のののの午前午前午前午前 10:3010:3010:3010:30～～～～11:0011:0011:0011:00にににに変更変更変更変更となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。よろしくよろしくよろしくよろしく、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

平成平成平成平成 22228888 年度の主催講座年度の主催講座年度の主催講座年度の主催講座をををを受講希望の方は、受講希望の方は、受講希望の方は、受講希望の方は、下記の下記の下記の下記の講座一覧をご確認のうえ以下の要領でお申し込み下さい。講座一覧をご確認のうえ以下の要領でお申し込み下さい。講座一覧をご確認のうえ以下の要領でお申し込み下さい。講座一覧をご確認のうえ以下の要領でお申し込み下さい。    

開講は平成開講は平成開講は平成開講は平成 22228888 年年年年 5555 月からです。月からです。月からです。月からです。    

※申込多数の場合は、抽選になります。定員に満たない場合は開講できない場合がございます。※申込多数の場合は、抽選になります。定員に満たない場合は開講できない場合がございます。※申込多数の場合は、抽選になります。定員に満たない場合は開講できない場合がございます。※申込多数の場合は、抽選になります。定員に満たない場合は開講できない場合がございます。    

※パソコン講座は、各自※パソコン講座は、各自※パソコン講座は、各自※パソコン講座は、各自ノートノートノートノートパソコンパソコンパソコンパソコン((((officeofficeofficeoffice の指定の指定の指定の指定がありますがありますがありますがあります))))を持参してください。を持参してください。を持参してください。を持参してください。    

申込方法申込方法申込方法申込方法    ：往復ハガキに住所・氏名・年齢・電話番号・希望する講座名・返信先をご記入の上、：往復ハガキに住所・氏名・年齢・電話番号・希望する講座名・返信先をご記入の上、：往復ハガキに住所・氏名・年齢・電話番号・希望する講座名・返信先をご記入の上、：往復ハガキに住所・氏名・年齢・電話番号・希望する講座名・返信先をご記入の上、    

本郷生涯学習センターに郵送してください。本郷生涯学習センターに郵送してください。本郷生涯学習センターに郵送してください。本郷生涯学習センターに郵送してください。    

受講料受講料受講料受講料    ：：：：・・・・月月月月 2222 回回回回    年年年年 20202020 回回回回講座講座講座講座    3000300030003000 円円円円////年年年年    ・・・・月月月月 1111 回回回回    年年年年 10101010 回回回回講座講座講座講座    1500150015001500 円円円円////年年年年    

材料費・教材費等は別途材料費・教材費等は別途材料費・教材費等は別途材料費・教材費等は別途実費が実費が実費が実費が必要必要必要必要ですですですです。。。。    

申込締切り：平成申込締切り：平成申込締切り：平成申込締切り：平成 28282828 年年年年 3333 月月月月１７１７１７１７日日日日((((木木木木))))消印有効消印有効消印有効消印有効    

必ず往復ハガキでお申し込み下さい。詳しくは、必ず往復ハガキでお申し込み下さい。詳しくは、必ず往復ハガキでお申し込み下さい。詳しくは、必ず往復ハガキでお申し込み下さい。詳しくは、「広報みはら広報みはら広報みはら広報みはら」3333 月号月号月号月号をご覧下さい。をご覧下さい。をご覧下さい。をご覧下さい。 

ハガキの送付先ハガキの送付先ハガキの送付先ハガキの送付先及び問合せ先及び問合せ先及び問合せ先及び問合せ先： 

〒〒〒〒729729729729----0417041704170417    三原市本郷南三原市本郷南三原市本郷南三原市本郷南 6666----25252525----1111            本郷生涯本郷生涯本郷生涯本郷生涯学習センター学習センター学習センター学習センター            ℡℡℡℡85858585----0701070107010701    

講座名 開設日 時間 定員

茶道（裏千家） 第1・3（水） 10：00～12：00 12

たのしく英会話 第2・4（水） 13：30～15：30 20

歌声のチカラ 第2・4（水） 13：30～15：00 20

囲碁講座 第1・3（木） 9：30～11：30 20

たのしむ絵画
（水彩・油彩・パステル）

第1・3（木） 13：30～15：30 15

基礎からの書道 第2・4（木） 13：30～15：30 16

リコーダーでたのしく脳トレ 第1・3（金） 13：30～15：00 15

押し花で飾ろう 第1・3（金） 13：30～15：30 15

くらしの筆文字講座 第1・3（土） 10：00～12：00 20

講座名 開設日 時間 定員

パソコン初心者講座
(office 2007以上)

第1・3（月） 13：30～15：30 20

パソコン初級講座
(office 2007～2013限定)

第1・3（木） 13：30～15：30 20

パソコン中級講座
(office 2007～2013限定)

第2・4（火） 9：30～11：30 20

食育すまいるクッキング 第1（火） 10：00～13：00 12

ハングル初心者講座 第2・4（火） 13：30～15：00 15

やさしくストレッチ
（体幹トレーニング）

第2・4（火） 13：30～15：00 20



 
 
 

  

    

ＨＨＨＨ２８２８２８２８年年年年３３３３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（嬉しい知恵袋（嬉しい知恵袋（嬉しい知恵袋（７７７７））））    

トゲが刺さった時の対処法トゲが刺さった時の対処法トゲが刺さった時の対処法トゲが刺さった時の対処法    

トゲの部分に５円玉か５０円玉の穴を押し当ててトゲの部分に５円玉か５０円玉の穴を押し当ててトゲの部分に５円玉か５０円玉の穴を押し当ててトゲの部分に５円玉か５０円玉の穴を押し当てて    

穴で押さえた皮膚が盛り上がるとトゲが抜けやす穴で押さえた皮膚が盛り上がるとトゲが抜けやす穴で押さえた皮膚が盛り上がるとトゲが抜けやす穴で押さえた皮膚が盛り上がるとトゲが抜けやす        

くなります。くなります。くなります。くなります。    

    

        

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    火火火火    
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    
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    

３３３３    木木木木    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        

４４４４    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    コーラスコーラスコーラスコーラス    

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））））    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    

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    絵笑絵笑絵笑絵笑のののの会会会会        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））））    

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    

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））））        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        ラビアンローズラビアンローズラビアンローズラビアンローズ        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    ＩＴＩＴＩＴＩＴさわやかさわやかさわやかさわやか        

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    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        茶道茶道茶道茶道（（（（表表表表））））        

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    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        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    
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    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    

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    

１７１７１７１７    木木木木    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    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））））        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    絵笑絵笑絵笑絵笑のののの会会会会        

２２２２２２２２    火火火火    
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    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            

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    

２３２３２３２３    水水水水    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        ＰＣ－ＢＰＣ－ＢＰＣ－ＢＰＣ－Ｂ        

２４２４２４２４    木木木木        

２５２５２５２５    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        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    

２６２６２６２６    土土土土    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        茶道茶道茶道茶道（（（（表表表表））））     

２７２７２７２７    日日日日     

２８２８２８２８    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    

２９２９２９２９    火火火火        

３０３０３０３０    水水水水        

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    

３３３３月月月月２６２６２６２６日日日日    土土土土    １４１４１４１４時時時時    定期演奏会定期演奏会定期演奏会定期演奏会    総合技術高等学校総合技術高等学校総合技術高等学校総合技術高等学校    吹奏楽部吹奏楽部吹奏楽部吹奏楽部    にににに    ――――    

３３３３月月月月２７２７２７２７日日日日    日日日日    １３１３１３１３時時時時    ピアノピアノピアノピアノ発表会発表会発表会発表会    稲田音楽教室稲田音楽教室稲田音楽教室稲田音楽教室    にににに    ――――    

４４４４月月月月    ３３３３日日日日    日日日日    
１１１１部部部部９９９９時時時時４５４５４５４５分分分分    

２２２２部部部部１３１３１３１３時時時時    

３３３３部部部部１６１６１６１６時時時時    

リトルピアニストコンサートリトルピアニストコンサートリトルピアニストコンサートリトルピアニストコンサート    ㈱㈱㈱㈱ワタナベミュージックラボワタナベミュージックラボワタナベミュージックラボワタナベミュージックラボ    にににに    ６３６３６３６３－－－－２１８０２１８０２１８０２１８０    

４４４４月月月月１０１０１０１０日日日日    日日日日    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    首尾木多喜子首尾木多喜子首尾木多喜子首尾木多喜子    にににに    ――――    

４４４４月月月月１７１７１７１７日日日日    日日日日    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    土生土生土生土生、、、、山田山田山田山田ピアノピアノピアノピアノ教室教室教室教室    多多多多    ――――    

４４４４月月月月２９２９２９２９日日日日    金金金金    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    柏原柏原柏原柏原ピアノピアノピアノピアノ教室教室教室教室    多多多多    ――――    


