
 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

～～～～ひろしまクールシェアひろしまクールシェアひろしまクールシェアひろしまクールシェア実施中実施中実施中実施中～～～～        

「エアコン消して涼しいところに集まろう！」 

実施期間：2013年 7月 22日～9月 20日 

       平日 13時～16時 

期間中に施設を利用して、スタンプを集めて 

プレゼントをゲットしよう！(プレゼントは抽選です) 

スタンプは 1日 1個です。 10個押印できたら 

10個目を押印した施設にカードを提出してください。 

○ 三原市内の対象施設 

 図書館 4館(中央、本郷、久井、大和)三原市中央 

公民館、県立中央森林公園(公園センター等、 

フォレストヒルズガーデン)          

本郷図書館本郷図書館本郷図書館本郷図書館 85858585----0703070307030703  

日日日日    時時時時：：：：8888 月月月月９９９９日日日日（（（（金金金金））））１３１３１３１３：：：：３３３３0000～～～～１５１５１５１５：：：：３３３３0000        

場場場場    所所所所：：：：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（（（（工芸室工芸室工芸室工芸室））））    

講講講講    師師師師：：：：西原西原西原西原    彰彰彰彰さんさんさんさん        

対対対対    象象象象：：：：小学生以上小学生以上小学生以上小学生以上（（（（低学年低学年低学年低学年    大人同伴大人同伴大人同伴大人同伴））））    

定定定定    員員員員：：：：１０１０１０１０名名名名    （（（（申込申込申込申込みみみみ先着順先着順先着順先着順））））    

受講料受講料受講料受講料：：：：無無無無しししし    材料費材料費材料費材料費：：：：300300300300 円円円円    

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((((木木木木))))～～～～8888 月月月月７７７７日日日日((((水水水水))))    

持参持参持参持参するものするものするものするもの：：：：あればあればあればあれば    切切切切りりりり出出出出しナイフしナイフしナイフしナイフ、、、、彫刻刀彫刻刀彫刻刀彫刻刀    

日日日日    時時時時：：：：8888 月月月月 30303030 日日日日（（（（金金金金））））10:0010:0010:0010:00～～～～11:3011:3011:3011:30        

場場場場    所所所所：：：：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（（（（多目的多目的多目的多目的ホールホールホールホール））））    

講講講講    師師師師：：：：西原西原西原西原    一一一一満満満満さんさんさんさん、、、、柳川柳川柳川柳川    豊香豊香豊香豊香さんさんさんさん    

                早瀬早瀬早瀬早瀬    綾綾綾綾さんさんさんさん        

対対対対    象象象象：：：：大人大人大人大人    

定定定定    員員員員：：：：100100100100 名名名名    （（（（申込申込申込申込みみみみ先着先着先着先着順順順順））））    

受講料受講料受講料受講料：：：：100100100100 円円円円    

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((((木木木木))))～～～～8888 月月月月 26262626 日日日日((((月月月月))))    

日日日日    時時時時：：：：９９９９月月月月６６６６日日日日（（（（金金金金））））1111３３３３::::３３３３0000～～～～1111５５５５:30:30:30:30        

場場場場    所所所所：：：：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（（（（多目的多目的多目的多目的ホールホールホールホール））））    

講講講講    師師師師：：：：柳川柳川柳川柳川    豊香豊香豊香豊香さんさんさんさん        

対対対対    象象象象：：：：大人大人大人大人    

定定定定    員員員員：：：：２２２２0000 名名名名    （（（（申込申込申込申込みみみみ先着順先着順先着順先着順））））    

受講料受講料受講料受講料：：：：100100100100 円円円円    

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((((木木木木))))～～～～９９９９月月月月 2222 日日日日((((月月月月))))    

日日日日    時時時時：：：：９９９９月月月月２２２２日日日日（（（（月月月月））））９９９９::::３３３３0000～～～～1111４４４４::::００００0000        

場場場場    所所所所：：：：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（（（（調理室調理室調理室調理室））））    

講講講講    師師師師：：：：山口山口山口山口    眞利枝眞利枝眞利枝眞利枝さんさんさんさん        

対対対対    象象象象：：：：大人大人大人大人    

定定定定    員員員員：：：：16161616 名名名名    （（（（申込申込申込申込みみみみ先着順先着順先着順先着順））））    

受講料受講料受講料受講料：：：：100100100100 円円円円        材料費材料費材料費材料費::::1,5001,5001,5001,500 円円円円    

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((((木木木木))))～～～～8888 月月月月 22228888 日日日日((((水水水水))))    

参加者参加者参加者参加者のののの募集募集募集募集はははは終了終了終了終了していますしていますしていますしています。。。。    



   

  

 

 

 

 

HHHH２２２２５５５５年年年年８８８８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－）－）－）－）   

            ((((主主主主))))主催主催主催主催講座講座講座講座    

     

                                                                                                                                                                

    

親親親親はイライラはイライラはイライラはイライラ    子子子子どもはのんびりどもはのんびりどもはのんびりどもはのんびり    登校日前登校日前登校日前登校日前にはにはにはには    

親子親子親子親子でででで焦焦焦焦ったったったった日日日日がががが懐懐懐懐かしいかしいかしいかしい！！！！    

今今今今はははは孫孫孫孫にイライラ・・・にイライラ・・・にイライラ・・・にイライラ・・・？？？？    

    

                                                                            

                

 

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    角島角島角島角島････宮宮宮宮本本本本     

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

１１１１    木木木木    PCPCPCPC----初級初級初級初級（（（（主主主主））））    書道書道書道書道    料理料理料理料理こすもすこすもすこすもすこすもす        

２２２２    金金金金    
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（（（（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    料理料理料理料理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    

３３３３    土土土土    
フラダンフラダンフラダンフラダンスススス（（（（主主主主））））    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））））    PCPCPCPC----８８８８    

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    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        

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    

４４４４    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    

５５５５    月月月月    絵手紙絵手紙絵手紙絵手紙（（（（主主主主））））    ＰＣ－ＰＣ－ＰＣ－ＰＣ－１１１１（（（（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    

６６６６    火火火火    
老大老大老大老大ＰＣＰＣＰＣＰＣ    絵画絵画絵画絵画（（（（主主主主））））    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        

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        

７７７７    水水水水    
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    実用実用実用実用 PCPCPCPC    ITITITIT さくらさくらさくらさくら                

ラビアンローズラビアンローズラビアンローズラビアンローズ    

８８８８    木木木木    ITITITIT さわやかさわやかさわやかさわやか        

９９９９    金金金金    
コーラスコーラスコーラスコーラス（（（（主主主主））））    PCPCPCPC----中級中級中級中級（（（（主主主主））））    クオーレクオーレクオーレクオーレ    

天天天天までまでまでまで飛飛飛飛ばそうばそうばそうばそう竹竹竹竹とんぼとんぼとんぼとんぼ（（（（子子子子どもどもどもども体験講座体験講座体験講座体験講座））））    

１０１０１０１０    土土土土    茶道茶道茶道茶道（（（（主主主主））））    かなかなかなかな書道書道書道書道（（（（主主主主））））    PCPCPCPC シニアシニアシニアシニア    

１１１１１１１１    日日日日        

１２１２１２１２    月月月月    気功気功気功気功    アートアートアートアート書道書道書道書道    料理料理料理料理アンパンマンアンパンマンアンパンマンアンパンマン    

１３１３１３１３    火火火火    
ハングルハングルハングルハングル（（（（主主主主））））    パッチワークパッチワークパッチワークパッチワーク（（（（主主主主））））        

ボジーガボジーガボジーガボジーガ本郷本郷本郷本郷    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        

１４１４１４１４    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））））    えんぴつえんぴつえんぴつえんぴつ（（（（主主主主））））    ラビアンラビアンラビアンラビアン    

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    

１５１５１５１５    木木木木        

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

１６１６１６１６    金金金金    
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（（（（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        

料理料理料理料理ローズパンローズパンローズパンローズパン    ぴぃかぁぶぅ★ぴぃかぁぶぅ★ぴぃかぁぶぅ★ぴぃかぁぶぅ★    

１７１７１７１７    土土土土    
フラダンスフラダンスフラダンスフラダンス（（（（主主主主））））    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））））    PCPCPCPC----８８８８    

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    ラブリーラブリーラブリーラブリー本郷本郷本郷本郷    なでしこクなでしこクなでしこクなでしこクックックックック    

作作作作るのたのしいるのたのしいるのたのしいるのたのしい陶芸教室陶芸教室陶芸教室陶芸教室（（（（２２２２回目絵回目絵回目絵回目絵をををを描描描描くくくく））））        

１８１８１８１８    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    

１９１９１９１９    月月月月    
絵手紙絵手紙絵手紙絵手紙（（（（主主主主））））    ＰＣ－ＰＣ－ＰＣ－ＰＣ－１１１１（（（（主主主主））））    ぴぃかぁぶぅぴぃかぁぶぅぴぃかぁぶぅぴぃかぁぶぅ    

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（（（（花花花花レシピレシピレシピレシピ））））        

２０２０２０２０    火火火火    
老大老大老大老大ＰＣＰＣＰＣＰＣ    絵画絵画絵画絵画（（（（主主主主））））    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    英会話英会話英会話英会話    

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        

２１２１２１２１    水水水水    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    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    

２２２２２２２２    木木木木    スイーツスイーツスイーツスイーツ A.BA.BA.BA.B（（（（主主主主））））    書道書道書道書道    

２３２３２３２３    金金金金    コーラスコーラスコーラスコーラス（（（（主主主主））））    クオーレクオーレクオーレクオーレ    料理料理料理料理クッキングラブクッキングラブクッキングラブクッキングラブ    

２４２４２４２４    土土土土    茶道茶道茶道茶道（（（（主主主主））））    かなかなかなかな書道書道書道書道（（（（主主主主））））    PCPCPCPC シニアシニアシニアシニア    

２５２５２５２５    日日日日        

２６２６２６２６    月月月月    
刺刺刺刺しししし子子子子    気功気功気功気功    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    

ぴぃかぁぶぅぴぃかぁぶぅぴぃかぁぶぅぴぃかぁぶぅ    

２７２７２７２７    火火火火    
ハングルハングルハングルハングル（（（（主主主主））））    パッチワークパッチワークパッチワークパッチワーク（（（（主主主主））））    ＰＣ－ＰＣ－ＰＣ－ＰＣ－中級中級中級中級（（（（主主主主））））    

ボジーガボジーガボジーガボジーガ    英会話英会話英会話英会話    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    ろうのろうのろうのろうの華華華華        

２８２８２８２８    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））））    えんぴつえんぴつえんぴつえんぴつ（（（（主主主主））））    あひるのあひるのあひるのあひるの会会会会    

親子親子親子親子３３３３ＢＢＢＢ    ヨガヨガヨガヨガＢＢＢＢ    ＰＣ－ＢＰＣ－ＢＰＣ－ＢＰＣ－Ｂ    手作手作手作手作りケーキりケーキりケーキりケーキ        

２９２９２９２９    木木木木    PCPCPCPC----初級初級初級初級（（（（主主主主））））        

３０３０３０３０    金金金金    歌声歌声歌声歌声のののの集集集集い２０１３い２０１３い２０１３い２０１３    （（（（体験講座体験講座体験講座体験講座））））    

３１３１３１３１    土土土土    フラダンスフラダンスフラダンスフラダンス((((主主主主))))        かなかなかなかな書道書道書道書道（（（（主主主主））））    

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        ９９９９日日日日    金金金金    １３１３１３１３時時時時３０３０３０３０分分分分    天天天天までまでまでまで飛飛飛飛ばそうばそうばそうばそう竹竹竹竹とんぼとんぼとんぼとんぼ！！！！    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    

８８８８月月月月    ２５２５２５２５日日日日    日日日日    １４１４１４１４時時時時００００００００分分分分    第第第第１４１４１４１４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    ６３６３６３６３－－－－２０８９２０８９２０８９２０８９    

８８８８月月月月    ３０３０３０３０日日日日    金金金金    １０１０１０１０時時時時００００００００分分分分    歌声歌声歌声歌声のののの集集集集いいいい    ２０１３２０１３２０１３２０１３    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    多多多多    ８５８５８５８５－－－－０７０１０７０１０７０１０７０１    


