
 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

毎月毎月毎月毎月，，，，第第第第４４４４木曜日木曜日木曜日木曜日に，に，に，に，絵本や紙芝居を絵本や紙芝居を絵本や紙芝居を絵本や紙芝居を    

します。ぜひします。ぜひします。ぜひします。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。    

 

平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度    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のセンターのセンターのセンターの主催講座主催講座主催講座主催講座をををを受講希望受講希望受講希望受講希望されるされるされるされる方方方方はははは，，，，つぎのつぎのつぎのつぎの「「「「主催講座主催講座主催講座主催講座

一覧一覧一覧一覧」」」」をををを確認確認確認確認のうえのうえのうえのうえ，，，，往復往復往復往復はがきはがきはがきはがきでででで申申申申しししし込込込込みをしてくださいみをしてくださいみをしてくださいみをしてください。。。。    

なおなおなおなお，，，，はがきのはがきのはがきのはがきの記入方法等記入方法等記入方法等記入方法等，，，，詳細詳細詳細詳細についてはについてはについてはについては，，，，「「「「広報広報広報広報みはらみはらみはらみはら」」」」３３３３月号月号月号月号をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

                                            

◎◎◎◎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    

〒〒〒〒729729729729----0417041704170417        三原市本郷南三原市本郷南三原市本郷南三原市本郷南 6666----25252525----1111    

℡℡℡℡    0848084808480848----85858585----0701070107010701    

・平成・平成・平成・平成 30303030 年年年年３３３３月月月月 22222222 日（木）午前日（木）午前日（木）午前日（木）午前 10:3010:3010:3010:30～～～～    

・本郷図書館・本郷図書館・本郷図書館・本郷図書館    絵本のコーナー絵本のコーナー絵本のコーナー絵本のコーナー    

～大人も子どもも大歓迎♪～～大人も子どもも大歓迎♪～～大人も子どもも大歓迎♪～～大人も子どもも大歓迎♪～    

三原市立本郷図書館三原市立本郷図書館三原市立本郷図書館三原市立本郷図書館    85858585----0703070307030703  

ポケットの中には，“楽しさ”がいっぱい！ 浦島太郎の劇・

大型紙芝居・ピアノパーティー・人形劇などがありました。 

講座名 開設日 時間 定員 講座名 開設日 時間 定員

パソコン初心者講座 第１・３（月） １３：３０～１５：００ 20 たのしみながら「ロコモ体操」 第１・３（水） １０：００～１１：３０ 20

ﾊﾟｿｺﾝを使いこなそう
（ﾊﾟｿｺﾝ初級）

第１・３（日） １３：００～１４：３０ 20 英会話をたのしく学ぼう 第２・４（水） １３：３０～１５：３０ 20

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを活用しよう
（ﾊﾟｿｺﾝ中級）

第１・３（木） １３：３０～１５：００ 20 歌声のチカラ 第２・４（水） １３：３０～１５：００ 20

やさしい型絵染め講座 第２・４（月） １３：３０～１５：３０ 16
たのしむ絵画

(水彩・油彩・パステル)
第１・３（木） １３：３０～１５：３０ 16

たのしく食育クッキング 第１　(火) １０：００～１３：００ 16 囲碁講座 第１・３（木）  ９：３０～１１：３０ 20

ハングル初心者講座 第２・４（火） １３：３０～１５：００ 15 基礎からの書道 第２・４（木） １３：３０～１５：３０ 20

やさしくストレッチ
(体幹トレーニング)

第２・４（火） １３：３０～１５：００ 20 リコーダーでたのしく脳トレ 第１・３（金） １３：３０～１５：００ 15

茶道(裏千家)講座 第１・３（水） １０：００～１２：００ 12
　　　※パソコン講座の受講には，ノート型の端末を持参してください。
　　　　 なお，対象端末はＷｉｎｄｏｗｓ７以降とします。



    

 
 
    

    

ＨＨＨＨ３０３０３０３０年年年年３３３３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（（（（各研各研各研各研修室修室修室修室・・・・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））））    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

問合問合問合問合せせせせ先先先先：：：：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        ℡℡℡℡    ０８４８０８４８０８４８０８４８－－－－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    

１６１６１６１６    金金金金    
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    

リコーダーでたのしくリコーダーでたのしくリコーダーでたのしくリコーダーでたのしく脳脳脳脳トレトレトレトレ（（（（主主主主））））    

１７１７１７１７    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    

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    絵笑絵笑絵笑絵笑のののの会会会会    

２０２０２０２０    火火火火    ＰＣ－ＡＰＣ－ＡＰＣ－ＡＰＣ－Ａ    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おおおおおおぞらぞらぞらぞら    

２１２１２１２１    水水水水    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    

２２２２２２２２    木木木木    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    

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））））    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    
ヨガヨガヨガヨガ AAAA、、、、CCCC    英会話英会話英会話英会話    ムグンファムグンファムグンファムグンファ    ゆめふうせんゆめふうせんゆめふうせんゆめふうせん    

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        

２８２８２８２８    水水水水    ヨガヨガヨガヨガＢＢＢＢ    ＰＣ－ＢＰＣ－ＢＰＣ－ＢＰＣ－Ｂ    あひるのあひるのあひるのあひるの会会会会    

２９２９２９２９    木木木木        

３０３０３０３０    金金金金        

３１３１３１３１    土土土土        

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））））    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        

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    
リコーダーでリコーダーでリコーダーでリコーダーで脳脳脳脳トレトレトレトレ（（（（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    

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    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    

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））））    

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    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    絵笑絵笑絵笑絵笑のののの会会会会            

６６６６    火火火火    
PCPCPCPC----AAAA    VMCVMCVMCVMC    むくげのむくげのむくげのむくげの会会会会    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            

手話手話手話手話サークルおおぞらサークルおおぞらサークルおおぞらサークルおおぞら        

７７７７    水水水水    
茶道茶道茶道茶道（（（（裏裏裏裏）（）（）（）（主主主主））））    ラビアンラビアンラビアンラビアン    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））））    

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    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    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        

９９９９    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        

１０１０１０１０    土土土土    
かなかなかなかな書道書道書道書道    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    

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教室教室教室教室    

１３１３１３１３    火火火火    

ヨガヨガヨガヨガ AAAA、、、、CCCC    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    ムグンファムグンファムグンファムグンファ    

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    

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））））    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））））        

１４１４１４１４    水水水水    

ヨガヨガヨガヨガＢＢＢＢ    ＰＣ－ＢＰＣ－ＢＰＣ－ＢＰＣ－Ｂ    ラビアンラビアンラビアンラビアン    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    

あひるのあひるのあひるのあひるの会会会会    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    

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））））    

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））））    書道書道書道書道    ちゅうりっぷちゅうりっぷちゅうりっぷちゅうりっぷ    
ＰＣＰＣＰＣＰＣ初級初級初級初級（（（（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    

３３３３月月月月１８１８１８１８日日日日    日日日日    １４１４１４１４時時時時    第第第第２１２１２１２１回回回回        定期演奏会定期演奏会定期演奏会定期演奏会    
如水館中学如水館中学如水館中学如水館中学・・・・高等学校高等学校高等学校高等学校    

吹奏楽部吹奏楽部吹奏楽部吹奏楽部    
にににに    ６３６３６３６３－－－－２４２３２４２３２４２３２４２３    

３３３３月月月月２４２４２４２４日日日日    土土土土    １３１３１３１３時時時時    ピアノ・バイオリンピアノ・バイオリンピアノ・バイオリンピアノ・バイオリン発表会発表会発表会発表会    稲田音楽教室稲田音楽教室稲田音楽教室稲田音楽教室    にににに    ――――    

３３３３月月月月２５２５２５２５日日日日    日日日日    １３１３１３１３時時時時３０３０３０３０分分分分    ピアノピアノピアノピアノ発表会発表会発表会発表会    首尾木多喜子首尾木多喜子首尾木多喜子首尾木多喜子    にににに    ――――    


