
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：7 月 28 日（金）（10:00～12:00） 

    8 月 23 日（水）（ 9:30～12:00） 

場 所：本郷生涯学習センター（工芸室） 

講 師：松田 俊治さん 

内 容：粘土を使って，マグカップを作る。    

2 回で完成させる。 

参 加 費：1,000 円（材料費） 

募集人数：20 名（申込先着順） 

募集対象：小学生（低学年は大人同伴） 

申込期間：7 月 3 日（月）～7 月 21 日（金） 

日 時：8 月 7 日（月）（9:30～12:00） 

場 所：本郷生涯学習センター（工芸室） 

講 師：西原 一満さん，西原 彰さん 

内 容：輪ゴム銃を作り，的当てゲームで 

    楽しむ。 

参 加 費：300 円（材料費） 

募集人数：15 名（申込先着順） 

募集対象：小学生（低学年は大人同伴） 

申込期間：7 月 3 日（月）～7 月 31 日（月） 

＊都合により，竹とんぼ教室は実施しません。 

申込先申込先申込先申込先    ((((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内内内内))))    

青少年育成三原市民会議青少年育成三原市民会議青少年育成三原市民会議青少年育成三原市民会議    

本郷支部事務局本郷支部事務局本郷支部事務局本郷支部事務局    ☎☎☎☎85858585----0701070107010701    

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周辺周辺周辺周辺のののの除草除草除草除草・・・・剪定作業剪定作業剪定作業剪定作業をををを

行行行行いましたいましたいましたいました。。。。センターセンターセンターセンターやややや図書館図書館図書館図書館をををを利用利用利用利用するするするする誰誰誰誰もももも

がががが気持気持気持気持ちよくちよくちよくちよく使使使使えるようえるようえるようえるよう，，，，周辺周辺周辺周辺のののの美化美化美化美化にごにごにごにご協力協力協力協力

をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

日 時：10 月 10 日（火）(13:30～16:00) 

場 所：本郷生涯学習センター（調理室） 

講 師：金光 康子さん 

参加費：受講料 100 円，材料費 1,300 円 

募集人数：15 名（申込先着順） 

募集対象：大人 

申込期間：9 月 1 日（金）～10 月 2 日（月） 

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    来てください。来てください。来てください。来てください。    

２０１７２０１７２０１７２０１７年年年年７７７７月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（木木木木））））    

午前午前午前午前    １０１０１０１０：：：：３０３０３０３０～～～～    
 

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もどももどももど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  

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） 

講 師：中石田 真輔さん 

参加費：受講料 100 円 

募集人数：ペアー10 組 20 名（申込先着順） 

募集対象：小学 5 年生～大人 

申込期間：7 月 3 日（月）～7 月 25 日（火） 



 
 
    

 

 

ＨＨＨＨ２９２９２９２９年年年年７７７７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    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    原爆被害者之会原爆被害者之会原爆被害者之会原爆被害者之会    

２２２２    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    

３３３３    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    アンパンマンアンパンマンアンパンマンアンパンマン    

４４４４    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クッキングクッキングクッキングクッキング（（（（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    

５５５５    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    

６６６６    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））））    パンベーグルパンベーグルパンベーグルパンベーグル    

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        

７７７７    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    

８８８８    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    

９９９９    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    

１０１０１０１０    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    いないいないばぁいないいないばぁいないいないばぁいないいないばぁ    

１１１１１１１１    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    

１２１２１２１２    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    

１３１３１３１３    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    

１４１４１４１４    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        

１５１５１５１５    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））））        

なでしこクックなでしこクックなでしこクックなでしこクック    

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

１６１６１６１６    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    三原盆栽三原盆栽三原盆栽三原盆栽会会会会    

１７１７１７１７    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    

１８１８１８１８    火火火火    
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    

１９１９１９１９    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    

２０２０２０２０    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））））    書道書道書道書道        

２１２１２１２１    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    

２２２２２２２２    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    

２３２３２３２３    日日日日        

２４２４２４２４    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    

２５２５２５２５    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））））    やさしくやさしくやさしくやさしくストレッチストレッチストレッチストレッチ（（（（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    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        

２６２６２６２６    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    

２７２７２７２７    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    

２８２８２８２８    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    

陶芸教室陶芸教室陶芸教室陶芸教室    マグカップマグカップマグカップマグカップ作作作作りりりり((((体験講座体験講座体験講座体験講座))))青少年育成青少年育成青少年育成青少年育成    

２９２９２９２９    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））））    

３０３０３０３０    日日日日        

３１３１３１３１    月月月月        

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    

７７７７月月月月    ８８８８日日日日    土土土土    １４１４１４１４時時時時    第第第第１８１８１８１８回回回回    フレッシュフレッシュフレッシュフレッシュ    コンサートコンサートコンサートコンサート    如水館中如水館中如水館中如水館中・・・・高等学校吹奏楽部高等学校吹奏楽部高等学校吹奏楽部高等学校吹奏楽部    にににに    ――――    

７７７７月月月月１７１７１７１７日日日日    月月月月    １４１４１４１４時時時時    サクソフォンサクソフォンサクソフォンサクソフォン＆＆＆＆ピアノデュオコンサートピアノデュオコンサートピアノデュオコンサートピアノデュオコンサート    山下雅也山下雅也山下雅也山下雅也、、、、富永富永富永富永やよいやよいやよいやよい    多多多多    ――――    

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    ――――    

８８８８月月月月２７２７２７２７日日日日    日日日日    ９９９９時時時時１５１５１５１５分分分分    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    しゃくなげしゃくなげしゃくなげしゃくなげ歌謡倶楽部歌謡倶楽部歌謡倶楽部歌謡倶楽部    にににに    ――――    


