
加村市議会議員

祝辞 

高東北方財産区 

管理会会長祝辞 

４月１９日（木），平成３０年度北方コミセン総会を開催しました。 

来賓，運営委員，役員，町内会長等が参加し，昨年度の事業報告・会計報告に続いて新年度の

事業計画・会計予算が原案通り承認されました。また，新年度もよろしくお願い致します。 

 

４月１日（日）に北方女性会の総会が開催され

ました。平成２９年度の事業報告・会計報告や今年

度の事業計画・会計予算を話し合い，最後に役員の

挨拶で閉会しました。 

その後，「風呂哲州さんのトーク＆ライブ」の講

演に移り，楽しいトークやライブにみなさんの顔も

笑顔になっていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

北方コミセン・平成３０年度事業計画 月別事業計画 

６月  第２６回北方コミセン・グラウンド・ゴルフ大会    （６月２３日〔土〕） 

７月  第３７回北方コミュニティ推進大会          （７月１日〔日〕） 

８月  第２３回北方ふるさと夏祭り 実行委員会主催     （８月１３日〔月〕） 

９月  北方区民体育大会                  （９月２３日〔日〕） 

10 月  第１４回三原市民体育大会 本郷西チームとして参加  （１０月７日〔日〕） 

11 月  北方区民研修視察 北方地区社協と共催        （１１月１０日〔土〕） 

12 月   北方区民球技大会                  （１２月９日〔日〕） 

２月  三原市生涯学習発表会参加         （２月２３日〔土〕、２４日〔日〕） 

３月  第２７回北方コミセン・グラウンド・ゴルフ大会    （３月２日〔土〕） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族リレー・お父さんとｶﾞﾝﾊﾞﾚ 

 

伊藤委員長挨拶 

出席者 

平成３０年度北方コミセン総会開催 

 

平成３０年度北方女性会総会の様子 



平成 30 年度 三原市北方コミセン主催講座 

 5 月の行事予定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度 登録利用団体一覧表 

 

教　　室　　名 使用室名 曜　　日 時　　間 指　　導　　者

ハワイアンキルト＆手芸(主催講座） 第３会議室 第１・３火　　　　　　　９：３０～１１：３０ 中重　弘子

体にやさしい足つぼ教室(主催講座） 第1会議室 第４月　　　　　　　　１０：００～１２：００ 山田　千笑

教　室　名　・　団　体　名 曜　　日 時　　間

18 北方卓球クラブ 毎月 １９：００～２１：００

19 マイケル・GON蔵 毎火 １９：００～２１：００

20 みやび舞三原詩舞同好会 毎火・水
(火)１３：３０～１７：００
(水)１９：３０～２１：３０

21 カプリコヘッズ 毎木 １８：３０～２０：３０

22 本郷クラブ 第１・３金 １９：３０～２１：３０

23 岡Pバドミントンサークル 第２・４金 １９：００～２１：００

24 フェニックス 毎土 １８：００～２１：００

25 北方カラオケ同好会 第１土　　  　 １９：００～２１：００

26 北方地区町内会長連絡協議会

27 ＮＰＯ法人　森のおさるさん

28 北方財産区管理会

29 北方地域活性化会議

30 北方地区社会福祉協議会

31 北方女性会

32 北方希望会

33 北方コミセングラウンド・ゴルフサークル

34 北方小学校跡地活用検討協議会

教　　室　　名 曜　　日 時　　間

1 なしわ締太鼓 第１・３月　　　　　　　　９：３０～１１：００

2 ３Ｂ体操 第２月　　　　　　　　１３：３０～１５：００

3 革を楽しむ教室 第３・４火　　 1３：３０～１６：００

4 北方フォークダンスクラブ 第２・４火　　 ９：３０～１２：００

5 北方太極拳クラブ 毎水 1３：３０～１５：００

6 健康体操 ラベンダーの会 毎水 １３：００～１６：００

7 本郷美郷会 第２・４木 １３：３０～１７：００

8 食生活改善 北方栄養学級 第2or第３木　　　　　　　　　９：００～１３：００

9 絵手紙らんど　北方教室 第１・３金 1３：３０～１６：００

10 なしわ陶芸同好会 第１木・金　　　　９：３０～１５：３０

11 北方陶芸教室 第２木・金　　　　９：００～１６：００

12 詩吟同好会 第２・４日 １３：３０～１７：３０

13 ハワイアンキルト＆手芸(主催講座） 第１・３火　　　　　　　９：３０～１１：３０

14 体にやさしい足つぼ教室(主催講座） 第４月　　　　　　　　１０：００～１２：００

15 １００歳体操の会 毎週火 １３：００～１５：００

16 フレンズ 毎週土 １３：３０～１７：００

17 ママサロン　リッケ
第1日・第3火
第2金

１０：００～１２：００

日 曜日 利用団体又は行事名

1 火
ハワイアンキルト＆手芸、１００歳体操
マイケル・GON蔵

2 水 健康体操

3 木 詩舞同好会、カプリコヘッズ

4 金 本郷クラブ、詩舞同好会

5 土 フェニックス、詩舞同好会

6 日 詩舞同好会

7 月 なしわ締太鼓、卓球クラブ、交流部会

8 火
北方フォークダンス、詩舞同好会
１００歳体操、マイケル・GON蔵
北方町内会（中山間北方活性化）

9 水 北方太極拳、健康体操、詩舞同好会

10 木 北方陶芸、北方栄養学級、カプリコヘッズ

11 金 北方陶芸、岡Pバドミントン

12 土 フェニックス

13 日 ママサロンリッケ、詩吟同好会

14 月 ３Ｂ体操、卓球クラブ、歴史文化部会

15 火
ハワイアンキルト＆手芸、ママサロンリッケ
100歳体操、詩舞同好会、マイケルGON蔵

日 曜日 利用団体又は行事名

16 水 北方太極拳、健康体操

17 木 カプリコヘッズ

18 金 絵手紙らんど、本郷クラブ

19 土 NPO森のおさるさん総会

20 日

21 月 なしわ締太鼓、革を楽しむ教室、卓球クラブ

22 火
北方フォークダンス、詩舞同好会
１００歳体操、マイケル・GON蔵

23 水 北方太極拳、健康体操

24 木
いきいき健康教室、なしわ陶芸
カプリコヘッズ

25 金 なしわ陶芸、岡Pバドミントン

26 土

27 日 詩吟同好会、三原市農林水産課

28 月
体にやさしい足つぼ教室、革を楽しむ教室
卓球クラブ

29 火
詩舞同好会、１００歳体操
マイケル・GON蔵

30 水 北方太極拳、健康体操

31 木 カプリコヘッズ

お問い合わせ・ご相談は、北方コミセン Tel 86-6237 Fax 86-4237 生涯学習相談員：加村・宮本 
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https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1492069015/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5wYXJhLWdhbGxlcnkuY29tL3dvcmRwcmVzcy93cC1jb250ZW50L2ltYWdlcy8yMDEyLzA1L3N5b2J1MS5qcGc-/RS=^ADBrQx.mHwjc9R1vZ7oy3skp2fwhJE-;_ylt=A2RinFQX2e1YfBwAXViU3uV7;_ylu=X3oDMTBhbDZtN2cxBHZ0aWQDSVMwMDM-

