
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：7 月 27 日（金）（10:00～12:00） 

    8 月 22 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。    

7・8 月の 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 2 日（月）～7 月 20 日（金） 

日 時：8 月 8 日（水）（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：輪ゴム銃か竹とんぼのどちらかを 

選択して作る。 

参 加 費：300 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 2 日（月）～7 月 30 日（月） 

申込先申込先申込先申込先    ((((本郷生涯学習センター内本郷生涯学習センター内本郷生涯学習センター内本郷生涯学習センター内))))    

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    

６月５日（火），６月５日（火），６月５日（火），６月５日（火），東京五輪の事前合宿で三原市・東京五輪の事前合宿で三原市・東京五輪の事前合宿で三原市・東京五輪の事前合宿で三原市・

尾道市を訪れているメキシコ代表選手団（自転車尾道市を訪れているメキシコ代表選手団（自転車尾道市を訪れているメキシコ代表選手団（自転車尾道市を訪れているメキシコ代表選手団（自転車

競技団）と，主催講座（英会話をたのしく学ぼう）競技団）と，主催講座（英会話をたのしく学ぼう）競技団）と，主催講座（英会話をたのしく学ぼう）競技団）と，主催講座（英会話をたのしく学ぼう）

ののののみなさんとのみなさんとのみなさんとのみなさんとの交流会が行われました。交流会が行われました。交流会が行われました。交流会が行われました。    
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。    

日時：平成日時：平成日時：平成日時：平成    ３０３０３０３０年年年年７７７７月月月月２６２６２６２６日（木）日（木）日（木）日（木）    

午前午前午前午前    １０：３０～１０：３０～１０：３０～１０：３０～    

場所：場所：場所：場所：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♪～～～～ 

日 時：7 月 6 日（金） 13:30～15:30 

場 所：本郷生涯学習センター（工芸室） 

講 師：橋本 秋華さん 

対 象：大人 

定 員：16 名（申込先着順） 

受講料：200 円 

持参物：ボールペン，鉛筆（２Ｂ） 

※多数の申込みをいただき，定員に達しました。※多数の申込みをいただき，定員に達しました。※多数の申込みをいただき，定員に達しました。※多数の申込みをいただき，定員に達しました。    

日 時：7 月２４日（火） 13:30～15:30 

場 所：本郷生涯学習センター（工芸室） 

講 師：牧野 和子さん 

対 象：大人 

定 員：16 名（申込先着順） 

受講料：200 円，材料費 1,200 円 

持参物：はさみ 

申込期間：７月５日（木）～7 月２０日（金） 



 
 
    

    

Ｈ３０年Ｈ３０年Ｈ３０年Ｈ３０年７７７７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）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）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）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）    

    

    

    

    

    

    

    

                    

            

                                                

    

    

問合せ先：本郷生涯学習センター問合せ先：本郷生涯学習センター問合せ先：本郷生涯学習センター問合せ先：本郷生涯学習センター    ℡０８４８－８５－０７０１℡０８４８－８５－０７０１℡０８４８－８５－０７０１℡０８４８－８５－０７０１    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    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        

１７１７１７１７    火火火火    
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    絵画絵画絵画絵画    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        

１８１８１８１８    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）    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    

フォークダンスひまフォークダンスひまフォークダンスひまフォークダンスひまわり会わり会わり会わり会        

１９１９１９１９    木木木木    
囲碁講座（主）囲碁講座（主）囲碁講座（主）囲碁講座（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）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）    ちゅうりっぷちゅうりっぷちゅうりっぷちゅうりっぷ    書道書道書道書道    

２０２０２０２０    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）    ＩＴきららＩＴきららＩＴきららＩＴ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    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        

２１２１２１２１    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    

２２２２２２２２    日日日日        

２３２３２３２３    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    

２４２４２４２４    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    

ボジーガ新高ボジーガ新高ボジーガ新高ボジーガ新高    

２５２５２５２５    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）    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    

ヨガＢヨガＢヨガＢヨガＢ    歌声のチ歌声のチ歌声のチ歌声のチカラ（主）カラ（主）カラ（主）カラ（主）    ルクールリアン（空手）ルクールリアン（空手）ルクールリアン（空手）ルクールリアン（空手）    

２６２６２６２６    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    

シュタイナーシュタイナーシュタイナーシュタイナー    

２７２７２７２７    金金金金    本郷コーラスほほえみ本郷コーラスほほえみ本郷コーラスほほえみ本郷コーラスほほえみ    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    

２８２８２８２８    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    

２９２９２９２９    日日日日        

３０３０３０３０    月月月月        

３１３１３１３１    火火火火        

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

１１１１    日日日日    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）    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    

２２２２    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    

３３３３    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    

たのたのたのたのしく食育クッキング（主）しく食育クッキング（主）しく食育クッキング（主）しく食育クッキング（主）    老大ＰＣ老大ＰＣ老大ＰＣ老大ＰＣ    

４４４４    水水水水    
茶道（裏）（主）茶道（裏）（主）茶道（裏）（主）茶道（裏）（主）    老大料理老大料理老大料理老大料理    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    ラビアンラビアンラビアンラビアン    

たのしみながらロコモ体操（主）たのしみながらロコモ体操（主）たのしみながらロコモ体操（主）たのしみながらロコモ体操（主）    

５５５５    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）    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    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）        

６６６６    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）    ＩＴきららＩＴきららＩＴきららＩＴ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        

７７７７    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    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    

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    

８８８８    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    

９９９９    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    

アンパンマン教室アンパンマン教室アンパンマン教室アンパンマン教室    

１０１０１０１０    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    

ボジーガ新高ボジーガ新高ボジーガ新高ボジーガ新高    ろうの華ろうの華ろうの華ろうの華    

１１１１１１１１    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）    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    

沼田川ファミリークラブ沼田川ファミリークラブ沼田川ファミリークラブ沼田川ファミリークラブ    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    

１２１２１２１２    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    

シュタイナーシュタイナーシュタイナーシュタイナー    

１３１３１３１３    金金金金    本郷コーラスほほえみ本郷コーラスほほえみ本郷コーラスほほえみ本郷コーラスほほえみ    押し花押し花押し花押し花    三原山の会三原山の会三原山の会三原山の会                                

１４１４１４１４    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    

１５１５１５１５    日日日日    
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）    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    

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    

７月７月７月７月    ６日６日６日６日    金金金金    １３時１３時１３時１３時    にがて克服「文字講座」にがて克服「文字講座」にがて克服「文字講座」にがて克服「文字講座」    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（体験）（体験）（体験）（体験）    工工工工    ８５－０７０１８５－０７０１８５－０７０１８５－０７０１    

７月７月７月７月    ９日９日９日９日    月月月月    １０時４５分１０時４５分１０時４５分１０時４５分    読み語りとピアノの演奏会読み語りとピアノの演奏会読み語りとピアノの演奏会読み語りとピアノの演奏会    本郷小学校本郷小学校本郷小学校本郷小学校    にににに    ――――    

７月１４日７月１４日７月１４日７月１４日    土土土土    １４時１４時１４時１４時    サクソフォン＆ピアノサロンコンサートサクソフォン＆ピアノサロンコンサートサクソフォン＆ピアノサロンコンサートサクソフォン＆ピアノサロンコンサート    山下雅也＆富永やよい山下雅也＆富永やよい山下雅也＆富永やよい山下雅也＆富永やよい    多多多多    ――――    

７月１６日７月１６日７月１６日７月１６日    月月月月    １４時３０分１４時３０分１４時３０分１４時３０分    第１９回第１９回第１９回第１９回フレッシュコンサートフレッシュコンサートフレッシュコンサートフレッシュコンサート    如水館中・高等学校如水館中・高等学校如水館中・高等学校如水館中・高等学校    吹奏楽部吹奏楽部吹奏楽部吹奏楽部    にににに    ――――    

７月２４日７月２４日７月２４日７月２４日    火火火火    １３時３０分１３時３０分１３時３０分１３時３０分    
ググググラスアートで涼しげなラスアートで涼しげなラスアートで涼しげなラスアートで涼しげな    

コースター作りコースター作りコースター作りコースター作り    
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（体験）（体験）（体験）（体験）    工工工工    ８５－０７０１８５－０７０１８５－０７０１８５－０７０１    


