
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    85858585----0703070307030703  

夏休夏休夏休夏休みみみみ中中中中はははは「「「「自由研究自由研究自由研究自由研究」」」」やややや「「「「工作工作工作工作」」」」のののの本本本本をををを    

展示展示展示展示していますしていますしていますしています。。。。    

ぜひぜひぜひぜひ、、、、ごごごご利用下利用下利用下利用下さいさいさいさい。。。。    

日日日日    時：時：時：時：8 月月月月 31 日（日（日（日（水水水水））））(13:30～～～～15:30) 
場場場場    所：本郷生涯学習センター（工芸室）所：本郷生涯学習センター（工芸室）所：本郷生涯学習センター（工芸室）所：本郷生涯学習センター（工芸室） 
講講講講    師：師：師：師：勝矢勝矢勝矢勝矢    良子良子良子良子さんさんさんさん    臨床美術士臨床美術士臨床美術士臨床美術士 
参加費：参加費：参加費：参加費： 受講料受講料受講料受講料 100 円円円円、、、、材料費材料費材料費材料費 700 円円円円 
募集人数：募集人数：募集人数：募集人数：16 名名名名（申込先着順）（申込先着順）（申込先着順）（申込先着順） 
募集対象：募集対象：募集対象：募集対象：大人大人大人大人 
持参品：はさ持参品：はさ持参品：はさ持参品：はさみみみみ(あればあればあればあれば)、飲み物、飲み物、飲み物、飲み物(水分補給用水分補給用水分補給用水分補給用) 
申込期間：申込期間：申込期間：申込期間：8888 月月月月 1111 日（日（日（日（月月月月）～）～）～）～8888 月月月月 22222222 日（日（日（日（月月月月））））    

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にはセンターにはセンターにはセンターには４９４９４９４９のののの自主講座自主講座自主講座自主講座((((同好会同好会同好会同好会))))

ががががありありありありますますますます。。。。語学語学語学語学、、、、体体体体をををを動動動動かすものかすものかすものかすもの、、、、趣味趣味趣味趣味をををを生生生生かすもかすもかすもかすも

のののの、、、、パソコンパソコンパソコンパソコン、、、、料理料理料理料理((((パンパンパンパン作作作作りりりり含含含含むむむむ))))、、、、コーラスコーラスコーラスコーラス等等等等ですですですです。。。。

興味興味興味興味のあるのあるのあるのある講座講座講座講座をををを学学学学んでんでんでんで充実充実充実充実したしたしたした生活生活生活生活ををををおくられておくられておくられておくられて

はははは如何如何如何如何ででででしょうかしょうかしょうかしょうか。。。。自主自主自主自主講座講座講座講座のののの開催曜日開催曜日開催曜日開催曜日はははは裏面裏面裏面裏面をををを参参参参

照願照願照願照願いますいますいますいます    

日日日日    時：時：時：時：9 月月月月 12 日（日（日（日（月月月月））））(13:30～～～～16:00) 
場場場場    所：本郷生涯学習センター（工芸室）所：本郷生涯学習センター（工芸室）所：本郷生涯学習センター（工芸室）所：本郷生涯学習センター（工芸室） 
講講講講    師：師：師：師：橋野橋野橋野橋野    良治良治良治良治    さんさんさんさん 
参加費：参加費：参加費：参加費： 受講料受講料受講料受講料 100 円、材料費円、材料費円、材料費円、材料費 500 円円円円 
募集人数：募集人数：募集人数：募集人数：12 名名名名（申込先着順）（申込先着順）（申込先着順）（申込先着順） 
募集対象：大人募集対象：大人募集対象：大人募集対象：大人 
持参品：持参品：持参品：持参品：汚れてもいいタオル汚れてもいいタオル汚れてもいいタオル汚れてもいいタオル、飲み物、飲み物、飲み物、飲み物(水分補給用水分補給用水分補給用水分補給用) 
申込期間：申込期間：申込期間：申込期間：9999 月月月月 1111 日（日（日（日（木木木木）～）～）～）～9999 月月月月 8888 日（日（日（日（木木木木））））    

　　　　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 ITさわやかITさわやかITさわやかITさわやか

　　　　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 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

　　　　I・TさくらI・TさくらI・TさくらI・Tさくら 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

　　　　あひるのあひるのあひるのあひるの会会会会 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

　　　　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 三原三原三原三原ＶＭＣＶＭＣＶＭＣＶＭＣ

　　　　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 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

　　　　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 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

　　　　ちゅうりっぷちゅうりっぷちゅうりっぷちゅうりっぷ 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

　　　　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AAAA 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

　　　　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 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

　　　　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 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

　　　　 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 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

　　　　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) ボジーガボジーガボジーガボジーガ新高新高新高新高 中国語講座中国語講座中国語講座中国語講座

　　　　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 ボジーガボジーガボジーガボジーガ本郷本郷本郷本郷 三原山三原山三原山三原山のののの会会会会

　　　　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 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 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

　　　　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）））） ゆめふうせんゆめふうせんゆめふうせんゆめふうせん 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 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 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 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 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 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 人物描人物描人物描人物描こうこうこうこう会会会会

　　　　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 三原盆栽会三原盆栽会三原盆栽会三原盆栽会



 
 
    

    

 

ＨＨＨＨ２８２８２８２８年年年年８８８８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））））    

        

                             

    

            

    

    

                    

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    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    

２２２２    火火火火    
食育食育食育食育すまいるすまいるすまいるすまいる（（（（主主主主））））    老大老大老大老大ＰＣＰＣＰＣＰＣ    ＰＣ－ＡＰＣ－ＡＰＣ－ＡＰＣ－Ａ    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    むくげのむくげのむくげのむくげの会会会会    

３３３３    水水水水    
茶道茶道茶道茶道（（（（裏裏裏裏）（）（）（）（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    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    

４４４４    木木木木    
囲碁講座囲碁講座囲碁講座囲碁講座（（（（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））））        

５５５５    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    

６６６６    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本郷本郷本郷本郷    

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    

７７７７    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    

８８８８    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    

９９９９    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））））    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））））    ヨガヨガヨガヨガＡＡＡＡ・・・・ＣＣＣＣ    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    

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    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    

１０１０１０１０    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））））    ヨガヨガヨガヨガＢＢＢＢ    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    

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    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        

１１１１１１１１    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    

１２１２１２１２    金金金金    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    三原山三原山三原山三原山のののの会会会会    

１３１３１３１３    土土土土    ＰＣＰＣＰＣＰＣシニアシニアシニアシニア    

１４１４１４１４    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    

１５１５１５１５    月月月月    絵笑絵笑絵笑絵笑のののの会会会会    

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

１６１６１６１６    火火火火    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    

１７１７１７１７    水水水水    
茶道茶道茶道茶道（（（（裏裏裏裏）（）（）（）（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    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    

１８１８１８１８    木木木木    囲碁講座囲碁講座囲碁講座囲碁講座（（（（主主主主））））    たたたたのしむのしむのしむのしむ絵画絵画絵画絵画（（（（主主主主））））    ＰＣＰＣＰＣＰＣ初級初級初級初級    

１９１９１９１９    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    

２０２０２０２０    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本郷本郷本郷本郷    

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 

２１２１２１２１    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    

２２２２２２２２    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    

２３２３２３２３    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））））    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））））    ヨガヨガヨガヨガＡＡＡＡ・・・・ＣＣＣＣ    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        

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    （ＭＥＣ）（ＭＥＣ）（ＭＥＣ）（ＭＥＣ）    

２４２４２４２４    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    

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        

２５２５２５２５    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    

２６２６２６２６    金金金金    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    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    

２７２７２７２７    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    

２８２８２８２８    日日日日        

２９２９２９２９    月月月月    ＰＣＰＣＰＣＰＣ初心者初心者初心者初心者（（（（主主主主））））    

３０３０３０３０    火火火火    老大老大老大老大ＰＣＰＣＰＣＰＣ    

３１３１３１３１    水水水水    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））））    老大料理老大料理老大料理老大料理    

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    

８８８８月月月月    ８８８８日日日日    月月月月    ９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分    親子親子親子親子ふれあいふれあいふれあいふれあい竹竹竹竹とんぼととんぼととんぼととんぼと輪輪輪輪ゴムゴムゴムゴム銃銃銃銃    青少年育成三原市民会議本郷青少年育成三原市民会議本郷青少年育成三原市民会議本郷青少年育成三原市民会議本郷    工工工工    ８５８５８５８５－－－－０７０１０７０１０７０１０７０１    

８８８８月月月月２２２２２２２２日日日日    月月月月    ９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分    親親親親子子子子ふれあいふれあいふれあいふれあい    陶芸教室陶芸教室陶芸教室陶芸教室（（（（２２２２回目回目回目回目））））    青少年育成三原市民会議本郷青少年育成三原市民会議本郷青少年育成三原市民会議本郷青少年育成三原市民会議本郷    工工工工    ８５８５８５８５－－－－０７０１０７０１０７０１０７０１    

８８８８月月月月２８２８２８２８日日日日    日日日日    １４１４１４１４時時時時    第第第第１７１７１７１７回定期演奏会回定期演奏会回定期演奏会回定期演奏会    三原高校器楽部三原高校器楽部三原高校器楽部三原高校器楽部    ＯＢＯＢＯＢＯＢ会会会会    にににに    ――――    


