
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

中中中中・・・・高年高年高年高年のののの方々方々方々方々にににに読書読書読書読書をををを楽楽楽楽しんでいただしんでいただしんでいただしんでいただ

くためのくためのくためのくための本本本本をごをごをごをご用意用意用意用意していますしていますしていますしています。。。。    

心心心心豊豊豊豊かかかかにににに，，，，生涯読書生涯読書生涯読書生涯読書をををを楽楽楽楽しみましょうしみましょうしみましょうしみましょう！！！！    

日日日日        時：時：時：時：９９９９月月月月１９１９１９１９日（日（日（日（火火火火））））    (13:30～～～～15:00) 
場場場場        所：本郷生涯学習センター（所：本郷生涯学習センター（所：本郷生涯学習センター（所：本郷生涯学習センター（多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール））））                                        

講講講講        師：師：師：師：篠原篠原篠原篠原    高英高英高英高英さんさんさんさん（（（（ｼﾅﾌﾟｿﾛｼﾞｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）ｼﾅﾌﾟｿﾛｼﾞｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）ｼﾅﾌﾟｿﾛｼﾞｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）ｼﾅﾌﾟｿﾛｼﾞｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）                                                                            

参参参参 加加加加 費：受講料費：受講料費：受講料費：受講料 100 円円円円 
募集人数：募集人数：募集人数：募集人数：２０２０２０２０名（申込先着順）名（申込先着順）名（申込先着順）名（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 
持持持持 参参参参 品：品：品：品：運動しやすい服装と靴，タオル，運動しやすい服装と靴，タオル，運動しやすい服装と靴，タオル，運動しやすい服装と靴，タオル，飲み物飲み物飲み物飲み物        

申込期間：９月１日（金）～９月１８日（月申込期間：９月１日（金）～９月１８日（月申込期間：９月１日（金）～９月１８日（月申込期間：９月１日（金）～９月１８日（月））））    

 

講座には講座には講座には講座には 11 名名名名のののの参加参加参加参加がありまがありまがありまがありましししし

たたたた。。。。「“楽しむ心「“楽しむ心「“楽しむ心「“楽しむ心・・・・思いやる心”を思いやる心”を思いやる心”を思いやる心”を

大切に大切に大切に大切にして似顔絵を書こうして似顔絵を書こうして似顔絵を書こうして似顔絵を書こう！！！！」と」と」と」と

いう講師の言葉が印象的でしたいう講師の言葉が印象的でしたいう講師の言葉が印象的でしたいう講師の言葉が印象的でした。。。。 

日日日日        時：時：時：時：１０１０１０１０月月月月１０１０１０１０日（日（日（日（火火火火））））    (13:30～～～～16:00) 
場場場場        所：本郷生涯学習センター（所：本郷生涯学習センター（所：本郷生涯学習センター（所：本郷生涯学習センター（工芸室工芸室工芸室工芸室）））） 
講講講講        師：師：師：師：金光金光金光金光    康子康子康子康子    さんさんさんさん 
参参参参 加加加加 費：費：費：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 1,300 円円円円 
募集人数：募集人数：募集人数：募集人数：１５１５１５１５名（申込先着順）名（申込先着順）名（申込先着順）名（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 
持持持持 参参参参 品：品：品：品：エプロン，タオル，霧吹き（あれば）エプロン，タオル，霧吹き（あれば）エプロン，タオル，霧吹き（あれば）エプロン，タオル，霧吹き（あれば） 
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（金金金金））））～１０～１０～１０～１０月月月月２２２２日（日（日（日（月月月月））））    

「ティーマット」を作ろう！「ティーマット」を作ろう！「ティーマット」を作ろう！「ティーマット」を作ろう！    

～～～～    染め方も使い方も，染め方も使い方も，染め方も使い方も，染め方も使い方も，        

アイデア次第ですアイデア次第ですアイデア次第ですアイデア次第です    

～～～～    

日日日日        時：時：時：時：１０１０１０１０月月月月２５２５２５２５日（日（日（日（水水水水））））    (10:00～～～～11:30) 
場場場場        所：本郷生涯学習センター（所：本郷生涯学習センター（所：本郷生涯学習センター（所：本郷生涯学習センター（ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー）））） 
講講講講        師：師：師：師：向田向田向田向田    香織香織香織香織    さんさんさんさん 
参参参参 加加加加 費：受講料費：受講料費：受講料費：受講料 100 円円円円 
募集人数：募集人数：募集人数：募集人数：２０２０２０２０名（申込先着順）名（申込先着順）名（申込先着順）名（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 
持持持持 参参参参 品：品：品：品：タオル，タオル，タオル，タオル，ヨガマットヨガマットヨガマットヨガマット（あれば）（あれば）（あれば）（あれば），飲み物，飲み物，飲み物，飲み物 
申込期間：申込期間：申込期間：申込期間：１０１０１０１０月月月月２２２２日（日（日（日（月月月月））））～～～～１０月２３日１０月２３日１０月２３日１０月２３日（（（（月月月月））））    

ロコモ体操～運動器のロコモ体操～運動器のロコモ体操～運動器のロコモ体操～運動器の働きを向上させるプログラム働きを向上させるプログラム働きを向上させるプログラム働きを向上させるプログラム    



 
 
    

    

    

ＨＨＨＨ２９２９２９２９年年年年９９９９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    金金金金    
押押押押しししし花花花花でででで飾飾飾飾ろうろうろうろう（（（（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        

リコーダーリコーダーリコーダーリコーダー((((主主主主))))    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    

２２２２    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    

原爆被爆者之会原爆被爆者之会原爆被爆者之会原爆被爆者之会    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    

３３３３    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    

４４４４    月月月月    PCPCPCPC 初心者初心者初心者初心者    絵笑絵笑絵笑絵笑のののの会会会会    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    

５５５５    火火火火    
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    VMCVMCVMCVMC    

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    手話手話手話手話おおぞらおおぞらおおぞらおおぞら    

６６６６    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    

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    老大料理老大料理老大料理老大料理    

７７７７    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    

８８８８    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    

９９９９    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    

１０１０１０１０    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    

１１１１１１１１    月月月月    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    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    

１２１２１２１２    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    ろうのろうのろうのろうの華華華華    

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        

ゆめふうせんゆめふうせんゆめふうせんゆめふうせん    

１３１３１３１３    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    PCPCPCPC－－－－B B B 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    

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））））    

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    

１４１４１４１４    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    

シュタイナーシュタイナーシュタイナーシュタイナー    

１５１５１５１５    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    

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

１６１６１６１６    土土土土    
レイフラレイフラレイフラレイフラワーワーワー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        

１７１７１７１７    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    

１８１８１８１８    月月月月    PCPCPCPC 初心者初心者初心者初心者（（（（主主主主））））        

１９１９１９１９    火火火火    
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    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        

２０２０２０２０    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    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    老大料理老大料理老大料理老大料理    

２１２１２１２１    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    

２２２２２２２２    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    

２３２３２３２３    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    

２４２４２４２４    日日日日        

２５２５２５２５    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    

２６２６２６２６    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    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        

２７２７２７２７    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    PCPCPCPC－－－－B B B 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    

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））））    

２８２８２８２８    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    書道書道書道書道    

シュタイナーシュタイナーシュタイナーシュタイナー    

２９２９２９２９    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))))    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    

３０３０３０３０    土土土土    茶道茶道茶道茶道（（（（裏裏裏裏）（）（）（）（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    

９９９９月月月月    ３３３３日日日日    日日日日    １４１４１４１４時時時時    第第第第１８１８１８１８回回回回    定期演奏会定期演奏会定期演奏会定期演奏会    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    ――――    

９９９９月月月月１８１８１８１８日日日日    月月月月    ９９９９時時時時１５１５１５１５分分分分    本郷地区本郷地区本郷地区本郷地区    敬老会敬老会敬老会敬老会    本郷地区社会福祉協議会本郷地区社会福祉協議会本郷地区社会福祉協議会本郷地区社会福祉協議会    にににに    ――――    

９９９９月月月月１９１９１９１９日日日日    火火火火    １３１３１３１３時時時時３０３０３０３０分分分分    たのしくたのしくたのしくたのしく脳活脳活脳活脳活よくばりよくばりよくばりよくばり講座講座講座講座    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    

９９９９月月月月２３２３２３２３日日日日    土土土土    １４１４１４１４時時時時    オータムオータムオータムオータムコンサートコンサートコンサートコンサート♪♪♪♪    柳川柳川柳川柳川    豊香豊香豊香豊香    多多多多    ――――    

 
たたたたののののししししくくくく脳活脳活脳活脳活よよよよくくくくばばばばりりりり講座講座講座講座のののの「「「「シシシシナプソロジーナプソロジーナプソロジーナプソロジー」」」」とはとはとはとは    
 

「「「「脳脳脳脳がががが喜喜喜喜ぶぶぶぶ」「」「」「」「笑顔笑顔笑顔笑顔がががが生生生生まれるまれるまれるまれる」」」」脳脳脳脳をををを活性化活性化活性化活性化するプログラムするプログラムするプログラムするプログラム。。。。    

認知機能認知機能認知機能認知機能アップアップアップアップ、、、、判断能力判断能力判断能力判断能力・・・・反応時間反応時間反応時間反応時間のののの向上向上向上向上などになどになどになどに効果効果効果効果ありありありあり。。。。    

    
脳脳脳脳をををを活性化活性化活性化活性化するにはするにはするにはするには    

手手手手をををを使使使使うことやうことやうことやうことや声声声声をををを出出出出すことがすことがすことがすことが重要重要重要重要。。。。    

新新新新しいしいしいしい刺激刺激刺激刺激、、、、習慣習慣習慣習慣でないことをでないことをでないことをでないことを行行行行うとうとうとうと、、、、    

脳脳脳脳はははは「「「「間違間違間違間違ええええ、、、、考考考考ええええ、、、、戸惑戸惑戸惑戸惑いいいい」」」」    

混乱混乱混乱混乱してしてしてして、、、、適応適応適応適応しようとしようとしようとしようと脳神経脳神経脳神経脳神経のののの    

シナプスがシナプスがシナプスがシナプスが繋繋繋繋がりがりがりがり、、、、脳脳脳脳がフルがフルがフルがフル回転回転回転回転してしてしてして活性化活性化活性化活性化。。。。    

    
プログラムのプログラムのプログラムのプログラムの構成構成構成構成    

感覚器刺激感覚器刺激感覚器刺激感覚器刺激                        認知機能刺激認知機能刺激認知機能刺激認知機能刺激    
基本動作基本動作基本動作基本動作××××            聴覚聴覚聴覚聴覚、、、、視覚視覚視覚視覚                            ＋＋＋＋            記憶記憶記憶記憶、、、、学習学習学習学習、、、、思考思考思考思考    

                            嗅覚嗅覚嗅覚嗅覚、、、、味覚味覚味覚味覚、、、、触覚触覚触覚触覚                    注意注意注意注意・・・・集中集中集中集中、、、、言語言語言語言語    

                                                                                空間認知空間認知空間認知空間認知                

                                スパイスアップスパイスアップスパイスアップスパイスアップ（（（（刺激刺激刺激刺激のののの変化変化変化変化））））    

 


