
主催講座主催講座主催講座主催講座を受講される皆様へのお知らせを受講される皆様へのお知らせを受講される皆様へのお知らせを受講される皆様へのお知らせ    

開講式は開講式は開講式は開講式は，，，，1111 回目の受講日となりますので回目の受講日となりますので回目の受講日となりますので回目の受講日となりますので，，，，年年年年間受講料間受講料間受講料間受講料    

（（（（20202020 回講座回講座回講座回講座 4444,000,000,000,000 円円円円////10101010 回講座回講座回講座回講座 2222,,,,000000000000 円）及び円）及び円）及び円）及び，，，，案内ハガキ案内ハガキ案内ハガキ案内ハガキにににに

記載してある記載してある記載してある記載してある準備物を準備物を準備物を準備物をごごごご持参ください。持参ください。持参ください。持参ください。    

なお，ごなお，ごなお，ごなお，ご不明な不明な不明な不明な点が点が点が点がありましたら，ありましたら，ありましたら，ありましたら，下記に下記に下記に下記にご連絡ください。ご連絡ください。ご連絡ください。ご連絡ください。    

    

（（（（問合せ先問合せ先問合せ先問合せ先））））        本郷生涯学習センター本郷生涯学習センター本郷生涯学習センター本郷生涯学習センター    ☎８５－０７０１☎８５－０７０１☎８５－０７０１☎８５－０７０１    

子どもに読書を勧めるだけでなく，子どもに読書を勧めるだけでなく，子どもに読書を勧めるだけでなく，子どもに読書を勧めるだけでなく，    

大人にとっても大人にとっても大人にとっても大人にとっても，，，，子どもの読書の大切さ子どもの読書の大切さ子どもの読書の大切さ子どもの読書の大切さ

を考えるとき…，を考えるとき…，を考えるとき…，を考えるとき…，    

それが「こどもの読書週間」です。それが「こどもの読書週間」です。それが「こどもの読書週間」です。それが「こどもの読書週間」です。    

            

 

   

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本郷図書館本郷図書館本郷図書館本郷図書館    TTTTel:85el:85el:85el:85----0703070307030703    

利用団体数利用団体数利用団体数利用団体数は，は，は，は，前年度と前年度と前年度と前年度と比較して比較して比較して比較して，，，，

20202020 団体増加しています。団体増加しています。団体増加しています。団体増加しています。    

（（（（利用団体数は利用団体数は利用団体数は利用団体数は，平成，平成，平成，平成 23232323 年度から年度から年度から年度から

毎年毎年毎年毎年増加増加増加増加傾向にあります。）傾向にあります。）傾向にあります。）傾向にあります。）    

講座名講座名講座名講座名 開講日開講日開講日開講日 時間時間時間時間 会場会場会場会場

パソコン初心者講座パソコン初心者講座パソコン初心者講座パソコン初心者講座 ５月　７日（月）５月　７日（月）５月　７日（月）５月　７日（月）  13：30～15：00 13：30～15：00 13：30～15：00 13：30～15：00 情報学習室情報学習室情報学習室情報学習室

やさしい型絵染め講座やさしい型絵染め講座やさしい型絵染め講座やさしい型絵染め講座 ５月１４日（月）５月１４日（月）５月１４日（月）５月１４日（月）  13：30～15：30 13：30～15：30 13：30～15：30 13：30～15：30 工芸室工芸室工芸室工芸室

たのしく食育クッキングたのしく食育クッキングたのしく食育クッキングたのしく食育クッキング ５月　１日（火）５月　１日（火）５月　１日（火）５月　１日（火）  10：00～13：00 10：00～13：00 10：00～13：00 10：00～13：00 調理室調理室調理室調理室

ハングル初心者講座ハングル初心者講座ハングル初心者講座ハングル初心者講座 ５月　８日（火）５月　８日（火）５月　８日（火）５月　８日（火）  13：30～15：00 13：30～15：00 13：30～15：00 13：30～15：00 研修室（４）研修室（４）研修室（４）研修室（４）

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

(体幹トレーニング)(体幹トレーニング)(体幹トレーニング)(体幹トレーニング)
５月　８日（火）５月　８日（火）５月　８日（火）５月　８日（火）  13：30～15：00 13：30～15：00 13：30～15：00 13：30～15：00 多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール

茶道(裏千家)講座茶道(裏千家)講座茶道(裏千家)講座茶道(裏千家)講座 ５月　２日（水）５月　２日（水）５月　２日（水）５月　２日（水）  10：00～12：00 10：00～12：00 10：00～12：00 10：00～12：00
和室和室和室和室

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ

たのしみながら「ロコモ体操」たのしみながら「ロコモ体操」たのしみながら「ロコモ体操」たのしみながら「ロコモ体操」 ５月　２日（水）５月　２日（水）５月　２日（水）５月　２日（水）  10：00～11：30 10：00～11：30 10：00～11：30 10：00～11：30 ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー

英会話をたのしく学ぼう英会話をたのしく学ぼう英会話をたのしく学ぼう英会話をたのしく学ぼう ５月　９日（水）５月　９日（水）５月　９日（水）５月　９日（水）  13：30～15：30 13：30～15：30 13：30～15：30 13：30～15：30 研修室（４）研修室（４）研修室（４）研修室（４）

歌声のチカラ歌声のチカラ歌声のチカラ歌声のチカラ ５月　９日（水）５月　９日（水）５月　９日（水）５月　９日（水）  13：30～15：00 13：30～15：00 13：30～15：00 13：30～15：00 多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール

たのしむ絵画たのしむ絵画たのしむ絵画たのしむ絵画

(水彩・油彩・パステル)(水彩・油彩・パステル)(水彩・油彩・パステル)(水彩・油彩・パステル)
５月１７日（木）５月１７日（木）５月１７日（木）５月１７日（木）  13：30～15：30 13：30～15：30 13：30～15：30 13：30～15：30 工芸室工芸室工芸室工芸室

囲碁講座囲碁講座囲碁講座囲碁講座 ５月１７日（木）５月１７日（木）５月１７日（木）５月１７日（木）  　9：30～11：30 　9：30～11：30 　9：30～11：30 　9：30～11：30 研修室（３）研修室（３）研修室（３）研修室（３）

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを活用しようｲﾝﾀｰﾈｯﾄを活用しようｲﾝﾀｰﾈｯﾄを活用しようｲﾝﾀｰﾈｯﾄを活用しよう

（ﾊﾟｿｺﾝ中級）（ﾊﾟｿｺﾝ中級）（ﾊﾟｿｺﾝ中級）（ﾊﾟｿｺﾝ中級）
５月　３日（木）５月　３日（木）５月　３日（木）５月　３日（木）  13：30～15：00 13：30～15：00 13：30～15：00 13：30～15：00 情報学習室情報学習室情報学習室情報学習室

基礎からの書道基礎からの書道基礎からの書道基礎からの書道 ５月１０日（木）５月１０日（木）５月１０日（木）５月１０日（木）  13：30～15：30 13：30～15：30 13：30～15：30 13：30～15：30 工芸室工芸室工芸室工芸室

リコーダーでたのしく脳トレリコーダーでたのしく脳トレリコーダーでたのしく脳トレリコーダーでたのしく脳トレ ５月１８日（金）５月１８日（金）５月１８日（金）５月１８日（金）  13：30～15：00 13：30～15：00 13：30～15：00 13：30～15：00 多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール

ﾊﾟｿｺﾝを使いこなそうﾊﾟｿｺﾝを使いこなそうﾊﾟｿｺﾝを使いこなそうﾊﾟｿｺﾝを使いこなそう

（ﾊﾟｿｺﾝ初級）（ﾊﾟｿｺﾝ初級）（ﾊﾟｿｺﾝ初級）（ﾊﾟｿｺﾝ初級）
５月　６日（日）５月　６日（日）５月　６日（日）５月　６日（日）  13：00～14：30 13：00～14：30 13：00～14：30 13：00～14：30 情報学習室情報学習室情報学習室情報学習室

29年度 2,652団体
28年度 2,632団体

29年度 77,134人
28年度 74,230人

29年度 26,439人
28年度 23,290人

29年度 50,695人
28年度 50,940人

☆こんぺいとう（本郷図書館おはなし会☆こんぺいとう（本郷図書館おはなし会☆こんぺいとう（本郷図書館おはなし会☆こんぺいとう（本郷図書館おはなし会））））☆☆☆☆    

平成平成平成平成 30303030 年年年年 5555 月月月月 24242424 日（木）日（木）日（木）日（木）10101010：：：：30303030～～～～11111111：：：：00000000    



 

 

 
 
    

    

ＨＨＨＨ３０３０３０３０年年年年５５５５月の講座・同好会（各研月の講座・同好会（各研月の講座・同好会（各研月の講座・同好会（各研修室・調理室・工芸室・情報学習室・多目的ホール・展示ギャラリー）修室・調理室・工芸室・情報学習室・多目的ホール・展示ギャラリー）修室・調理室・工芸室・情報学習室・多目的ホール・展示ギャラリー）修室・調理室・工芸室・情報学習室・多目的ホール・展示ギャラリー）    

    

    

    

    

    

問合せ先：問合せ先：問合せ先：問合せ先：本郷生涯学習センター本郷生涯学習センター本郷生涯学習センター本郷生涯学習センター        ℡℡℡℡    ０８４８－８５－０７０１０８４８－８５－０７０１０８４８－８５－０７０１０８４８－８５－０７０１    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・苅山角島・苅山角島・苅山角島・苅山    

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

１６１６１６１６    水水水水    
茶道（裏）（主）茶道（裏）（主）茶道（裏）（主）茶道（裏）（主）    ロコモ体操（主）ロコモ体操（主）ロコモ体操（主）ロコモ体操（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    

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ＰＣ実用ＰＣ実用ＰＣ実用ＰＣ    ＩＴさくらＩＴさくらＩＴさくらＩＴ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        

１７１７１７１７    木木木木    囲碁講座（主）囲碁講座（主）囲碁講座（主）囲碁講座（主）    たのしむ絵画（主）たのしむ絵画（主）たのしむ絵画（主）たのしむ絵画（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    

１８１８１８１８    金金金金    
リコーダーで脳トレ（主）リコーダーで脳トレ（主）リコーダーで脳トレ（主）リコーダーで脳トレ（主）    ＩＩＩＩＴきららＴきららＴきららＴきらら    押し花押し花押し花押し花    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    

１９１９１９１９    土土土土    レイフラワー本郷レイフラワー本郷レイフラワー本郷レイフラワー本郷    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    

２０２０２０２０    日日日日    
ＰＣ使いこなそう（主）ＰＣ使いこなそう（主）ＰＣ使いこなそう（主）ＰＣ使いこなそう（主）    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    

２１２１２１２１    月月月月    ＰＣ初心者ＰＣ初心者ＰＣ初心者ＰＣ初心者    絵笑の会絵笑の会絵笑の会絵笑の会    アレルギーの会ひだまりアレルギーの会ひだまりアレルギーの会ひだまりアレルギーの会ひだまり        

２２２２２２２２    火火火火    

ハングル初心者（主）ハングル初心者（主）ハングル初心者（主）ハングル初心者（主）    ヨガＡ・ＣヨガＡ・ＣヨガＡ・ＣヨガＡ・Ｃ    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（主）やさしくストレッチ（主）やさしくストレッチ（主）やさしくストレッチ（主）    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    

老大ＰＣ老大ＰＣ老大ＰＣ老大ＰＣ    ボジーが新高ボジーが新高ボジーが新高ボジーが新高    

２３２３２３２３    水水水水    
英会話をたのしく学ぼう（主）英会話をたのしく学ぼう（主）英会話をたのしく学ぼう（主）英会話をたのしく学ぼう（主）    歌声のチカラ（主）歌声のチカラ（主）歌声のチカラ（主）歌声のチカラ（主）    

ヨガＢヨガＢヨガＢヨガＢ    ルクールリアンルクールリアンルクールリアンルクールリアン    あひるの会あひるの会あひるの会あひるの会    ＰＣ－ＢＰＣ－ＢＰＣ－ＢＰＣ－Ｂ    

２４２４２４２４    木木木木    
基礎からの書道（主）基礎からの書道（主）基礎からの書道（主）基礎からの書道（主）    ＩＴさわやかＩＴさわやかＩＴさわやかＩＴさわやか    シュタイナシュタイナシュタイナシュタイナーーーー    

書道書道書道書道    

２５２５２５２５    金金金金    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    

２６２６２６２６    土土土土    茶道（表）茶道（表）茶道（表）茶道（表）    かな書道かな書道かな書道かな書道    ＰＣシニアＰＣシニアＰＣシニアＰＣシニア    

２７２７２７２７    日日日日        

２８２８２８２８    月月月月    やさしい型絵染め（主）やさしい型絵染め（主）やさしい型絵染め（主）やさしい型絵染め（主）    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    

２９２９２９２９    火火火火        

３０３０３０３０    水水水水    あひるの会あひるの会あひるの会あひるの会    

３１３１３１３１    木木木木    インターネットを活用しよう（主）インターネットを活用しよう（主）インターネットを活用しよう（主）インターネットを活用しよう（主）    たのしむ絵画（主）たのしむ絵画（主）たのしむ絵画（主）たのしむ絵画（主）    

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

１１１１    火火火火    
食育クッキング（主）食育クッキング（主）食育クッキング（主）食育クッキング（主）    老大ＰＣ老大ＰＣ老大ＰＣ老大ＰＣ    むくげの会むくげの会むくげの会むくげの会    

ＰＣ－ＡＰＣ－ＡＰＣ－ＡＰＣ－Ａ    ＶＭＣＶＭＣＶＭＣＶＭＣ    手話おおぞら手話おおぞら手話おおぞら手話おおぞら    絵画絵画絵画絵画    

２２２２    水水水水    
茶道（裏）（主）茶道（裏）（主）茶道（裏）（主）茶道（裏）（主）    ロコモ体操（主）ロコモ体操（主）ロコモ体操（主）ロコモ体操（主）    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    老大料理老大料理老大料理老大料理    実用ＰＣ実用ＰＣ実用ＰＣ実用ＰＣ    ＩＴさくらＩＴさくらＩＴさくらＩＴさくら    

３３３３    木木木木    インターネットを活用しよう（主）インターネットを活用しよう（主）インターネットを活用しよう（主）インターネットを活用しよう（主）    

４４４４    金金金金    ＩＴきららＩＴきららＩＴきららＩＴきらら    

５５５５    土土土土    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    

６６６６    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    ＰＣを使いこなそう（主）ＰＣを使いこなそう（主）ＰＣを使いこなそう（主）ＰＣを使いこなそう（主）    

７７７７    月月月月    ＰＣ初心者（主）ＰＣ初心者（主）ＰＣ初心者（主）ＰＣ初心者（主）    絵笑の会絵笑の会絵笑の会絵笑の会    

８８８８    火火火火    

ハングル初心者（主）ハングル初心者（主）ハングル初心者（主）ハングル初心者（主）    やさしくストレッチ（主）やさしくストレッチ（主）やさしくストレッチ（主）やさしくストレッチ（主）    

ヨガＡ・ＣヨガＡ・ＣヨガＡ・ＣヨガＡ・Ｃ    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    

ボジーが新高ボジーが新高ボジーが新高ボジーが新高    ろうの華ろうの華ろうの華ろうの華        

９９９９    水水水水    
英会話をたのしく学ぼう（主）英会話をたのしく学ぼう（主）英会話をたのしく学ぼう（主）英会話をたのしく学ぼう（主）    ヨガＢヨガＢヨガＢヨガＢ    ラビアンラビアンラビアンラビアン    

歌声のチカラ（主）歌声のチカラ（主）歌声のチカラ（主）歌声のチカラ（主）    ＰＣ－ＢＰＣ－ＢＰＣ－ＢＰＣ－Ｂ    沼田川ファミリー沼田川ファミリー沼田川ファミリー沼田川ファミリー    

１０１０１０１０    木木木木    
基礎からの書道（主）基礎からの書道（主）基礎からの書道（主）基礎からの書道（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    

ＩＴさわやかＩＴさわやかＩＴさわやかＩＴさわやか        

１１１１１１１１    金金金金    
本郷コーラス本郷コーラス本郷コーラス本郷コーラス    三原山の会三原山の会三原山の会三原山の会    押し花で飾ろう押し花で飾ろう押し花で飾ろう押し花で飾ろう    

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        

１２１２１２１２    土土土土    
茶道（表）茶道（表）茶道（表）茶道（表）    かな書道かな書道かな書道かな書道    ＰＣシニアＰＣシニアＰＣシニアＰＣシニア        

大人と子どものアート教室大人と子どものアート教室大人と子どものアート教室大人と子どものアート教室    

１３１３１３１３    日日日日    人物描こう会人物描こう会人物描こう会人物描こう会    

１４１４１４１４    月月月月    
やさしい型絵染め（主）やさしい型絵染め（主）やさしい型絵染め（主）やさしい型絵染め（主）    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    

１５１５１５１５    火火火火    むくげの会むくげの会むくげの会むくげの会    ＰＣ－ＡＰＣ－ＡＰＣ－ＡＰＣ－Ａ    絵画絵画絵画絵画    ＶＭＣＶＭＣＶＭＣＶＭＣ    手話手話手話手話    

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    催し物催し物催し物催し物    主主主主    催催催催    者者者者    会場会場会場会場    お問合せお問合せお問合せお問合せ    

５月２０日５月２０日５月２０日５月２０日    日日日日    ９時９時９時９時    公認哲滄会三原地区競吟大会公認哲滄会三原地区競吟大会公認哲滄会三原地区競吟大会公認哲滄会三原地区競吟大会    関西吟詩文化協関西吟詩文化協関西吟詩文化協関西吟詩文化協会会会会    にににに    ――――    

６月６月６月６月    ３日３日３日３日    日日日日    １１時１１時１１時１１時    栃谷カラオケ発表会栃谷カラオケ発表会栃谷カラオケ発表会栃谷カラオケ発表会    栃谷カラオケ教室栃谷カラオケ教室栃谷カラオケ教室栃谷カラオケ教室    にににに    ――――    

６月１０日６月１０日６月１０日６月１０日    日日日日    １４時１４時１４時１４時    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    ――――    

６月１７日６月１７日６月１７日６月１７日    日日日日    １１時１１時１１時１１時    近郷コーラス発表会近郷コーラス発表会近郷コーラス発表会近郷コーラス発表会    近郷コーラスグループ近郷コーラスグループ近郷コーラスグループ近郷コーラスグループ    にににに    ――――    

６月２４日６月２４日６月２４日６月２４日    日日日日    １５時１５時１５時１５時    吹奏楽吹奏楽吹奏楽吹奏楽部部部部    演奏会演奏会演奏会演奏会    総合技術高校総合技術高校総合技術高校総合技術高校    吹奏楽部吹奏楽部吹奏楽部吹奏楽部    にににに    ――――    


