
 

   

                                           

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６６６６月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（木木木木））））    

午前午前午前午前    １０１０１０１０：：：：３０３０３０３０～～～～１１１１１１１１：：：：００００００００    

    

本郷図書館本郷図書館本郷図書館本郷図書館    絵本絵本絵本絵本のコーナーのコーナーのコーナーのコーナー    

大人大人大人大人もももも子子子子どもどもどもどももももも大歓迎大歓迎大歓迎大歓迎♪♪♪♪    

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

【本郷図書館からのお知らせ本郷図書館からのお知らせ本郷図書館からのお知らせ本郷図書館からのお知らせ】 

日  時：８月２日（水）（１３:３０～１６:００） 

場  所：本郷生涯学習センター（研修室４） 

内  容：プロの漫画家から学ぶ“似顔絵の書き方” 

～お互いの笑顔を似顔絵で表現してみよう～ 

持 参 品：鉛筆（Ｂ～４Ｂ），消しゴム 

受 講 料：100 円  

対象，募集人数：小学５年生～大人（親子，友達同士で）    

（ペアー10 組 20 名） 

申込期間：７月３日（月）～７月 25 日（火）  

申 込 先：本郷生涯学習センター ☎ 85-0701 

日時：日時：日時：日時：7777 月月月月 2222８８８８日日日日((((金金金金)()()()(午前午前午前午前))))    

8888 月月月月 2222３３３３日日日日((((水水水水)()()()(午前午前午前午前))))    

2222 回で完成回で完成回で完成回で完成    

内容内容内容内容：粘土でマグカップ：粘土でマグカップ：粘土でマグカップ：粘土でマグカップ    

を作るを作るを作るを作る    

費用：材料費費用：材料費費用：材料費費用：材料費    1,0001,0001,0001,000 円円円円    

    

日時：日時：日時：日時：8888 月月月月７日７日７日７日((((月月月月))))((((午前午前午前午前))))    

内容内容内容内容：：：：竹とんぼ又は輪ゴム銃竹とんぼ又は輪ゴム銃竹とんぼ又は輪ゴム銃竹とんぼ又は輪ゴム銃のののの    

どちらかを選んで作るどちらかを選んで作るどちらかを選んで作るどちらかを選んで作る    

費用：材料費費用：材料費費用：材料費費用：材料費    333300000000 円円円円    

    

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    絵本や紙芝居をします。絵本や紙芝居をします。絵本や紙芝居をします。絵本や紙芝居をします。    

ぜひぜひぜひぜひ    聴きに来てください。聴きに来てください。聴きに来てください。聴きに来てください。    

≪中石田 真輔 講師のプロフィール≫ 

・三原市(糸崎)出身 

・大学卒業後，ＳＫプロに所属 

・漫画アシスタントを経て独立 

・第２回電撃コミックジャパン 

 新人賞で佳作を受賞 

６月の本郷図書館には・・・ 

「かえる・かさ・かたつむり・カビ」 

などの絵本を展示中です。 

ぜひ，ご覧ください。 

平成２９年度の主催講座，１５講座で開講式が行われ，

３００名の皆さんの“新たな学び”がスタートしました。 

本年度開設した新規講座「たのしく食育クッキング」で

は，１４名の受講生を迎え，季節の野菜を活かしたメニュ

ーで調理実習を行いました。 

 



 
 
 
    

 

ＨＨＨＨ２９２９２９２９年年年年６６６６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    角島角島角島角島････苅山苅山苅山苅山    

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

１１１１    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））））    書道書道書道書道    

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））））    パンベーグルパンベーグルパンベーグルパンベーグル        

２２２２    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        

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    中国語中国語中国語中国語    

３３３３    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本郷本郷本郷本郷    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    

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    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    

６６６６    火火火火    
たのしくたのしくたのしくたのしく食育食育食育食育（（（（主主主主））））老大老大老大老大 PCPCPCPC    PCPCPCPC----AAAA    

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    VMCVMCVMCVMC    むくげのむくげのむくげのむくげの会会会会    

７７７７    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    

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    

８８８８    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））））    シュタイナーシュタイナーシュタイナーシュタイナー    書道書道書道書道    

IIIITTTT さわやかさわやかさわやかさわやか    

９９９９    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    

１０１０１０１０    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    

１１１１１１１１    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    

１２１２１２１２    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    

１３１３１３１３    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））））    

ヨガヨガヨガヨガ AAAA、、、、CCCC    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    ゆめふうせんゆめふうせんゆめふうせんゆめふうせん    

PCPCPCPC 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新高新高新高新高、、、、本郷本郷本郷本郷    ろうのろうのろうのろうの華華華華    

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））））    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    ラビアンラビアンラビアンラビアン    あひるのあひるのあひるのあひるの会会会会    PCPCPCPC－－－－BBBB    

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    

１５１５１５１５    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））））    ちゅうりっぷちゅうりっぷちゅうりっぷちゅうりっぷ    

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））））        

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

１６１６１６１６    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））））    ローズパンローズパンローズパンローズパン    

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    

１７１７１７１７    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本郷本郷本郷本郷    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））））    なでしこなでしこなでしこなでしこ    

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    三原盆栽会三原盆栽会三原盆栽会三原盆栽会    

１９１９１９１９    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    

２０２０２０２０    火火火火    
老大老大老大老大 PCPCPCPC        PCPCPCPC----AAAA        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    PCPCPCPC----AAAA    

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    

２１２１２１２１    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    ラビアンローズラビアンローズラビアンローズラビアンローズ    

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    

２２２２２２２２    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））））    シュタイナーシュタイナーシュタイナーシュタイナー    ITITITIT さわやかさわやかさわやかさわやか    

２３２３２３２３    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    

２４２４２４２４    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    

２５２５２５２５    日日日日        

２６２６２６２６    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    

２７２７２７２７    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））））    ボジーがボジーがボジーがボジーが新高新高新高新高、、、、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    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    

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））））    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    PCPCPCPC－－－－BBBB    

２９２９２９２９    木木木木        

３０３０３０３０    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））））    

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    

６６６６月月月月    ４４４４日日日日    日日日日    １４１４１４１４時時時時    第第第第２０２０２０２０回回回回    サマーコンサートサマーコンサートサマーコンサートサマーコンサート    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    ８６８６８６８６－－－－２５０８２５０８２５０８２５０８    

６６６６月月月月１１１１１１１１日日日日    日日日日    １０１０１０１０時時時時    池坊巡回講座池坊巡回講座池坊巡回講座池坊巡回講座    池坊三原御豊支部池坊三原御豊支部池坊三原御豊支部池坊三原御豊支部    にににに    ――――    

６６６６月月月月２５２５２５２５日日日日    日日日日    １０１０１０１０時時時時    栃谷栃谷栃谷栃谷カラオケカラオケカラオケカラオケ発表会発表会発表会発表会    栃谷栃谷栃谷栃谷カラオケカラオケカラオケカラオケ教室教室教室教室    にににに    ――――    

７７７７月月月月３０３０３０３０日日日日    日日日日    ９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分    公認哲滄会公認哲滄会公認哲滄会公認哲滄会    吟士権大会吟士権大会吟士権大会吟士権大会    公認哲滄会公認哲滄会公認哲滄会公認哲滄会    にににに    ――――    


