
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成・平成・平成・平成 31313131年度年度年度年度    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主催講主催講主催講主催講

座の座の座の座の受講生の受講生の受講生の受講生の募集が募集が募集が募集が，，，，3333月から始まります月から始まります月から始まります月から始まります。。。。    

・・・・受講希望者は受講希望者は受講希望者は受講希望者は「広報みはら」３月号の募集「広報みはら」３月号の募集「広報みはら」３月号の募集「広報みはら」３月号の募集

要項をご確認のうえ要項をご確認のうえ要項をご確認のうえ要項をご確認のうえ，，，，往復ハガキでお申往復ハガキでお申往復ハガキでお申往復ハガキでお申しししし

込み下さい。込み下さい。込み下さい。込み下さい。    

・なお，・なお，・なお，・なお，不明な点は不明な点は不明な点は不明な点は本郷生涯学習センターに本郷生涯学習センターに本郷生涯学習センターに本郷生涯学習センターに

お問い合わせください。お問い合わせください。お問い合わせください。お問い合わせください。    

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    ℡℡℡℡85858585----0701070107010701    

本郷町出身で，本郷町出身で，本郷町出身で，本郷町出身で，三原市名誉市民である大田三原市名誉市民である大田三原市名誉市民である大田三原市名誉市民である大田    堯堯堯堯

（たかし）さんが，昨年（たかし）さんが，昨年（たかし）さんが，昨年（たかし）さんが，昨年 12121212 月に月に月に月に    ご逝去されまご逝去されまご逝去されまご逝去されま

した。心からご冥福をお祈り申し上げます。した。心からご冥福をお祈り申し上げます。した。心からご冥福をお祈り申し上げます。した。心からご冥福をお祈り申し上げます。    

本郷図書館では，本郷図書館では，本郷図書館では，本郷図書館では，教育教育教育教育の発展の発展の発展の発展やややや子どものための子どものための子どものための子どものための

図書館図書館図書館図書館づくりづくりづくりづくりにご尽力いただいた大田さんを悼にご尽力いただいた大田さんを悼にご尽力いただいた大田さんを悼にご尽力いただいた大田さんを悼

み，著書を展示しています。み，著書を展示しています。み，著書を展示しています。み，著書を展示しています。    

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 

とととと    き：き：き：き：平成平成平成平成 3333１１１１年年年年１１１１月月月月～２月末まで～２月末まで～２月末まで～２月末まで    

ところ：ところ：ところ：ところ：本郷図書館本郷図書館本郷図書館本郷図書館    展示展示展示展示コーナーコーナーコーナーコーナー    

三原市で三原市で三原市で三原市では，生涯学習課の主催講座（中央公は，生涯学習課の主催講座（中央公は，生涯学習課の主催講座（中央公は，生涯学習課の主催講座（中央公

民館を除く）を対象に，生涯学習発表会として学習民館を除く）を対象に，生涯学習発表会として学習民館を除く）を対象に，生涯学習発表会として学習民館を除く）を対象に，生涯学習発表会として学習

成果の発表を行ってきました。成果の発表を行ってきました。成果の発表を行ってきました。成果の発表を行ってきました。    

本年度本年度本年度本年度もももも，，，，２２２２月月月月に開催に開催に開催に開催予定予定予定予定ととととしていましたが，豪していましたが，豪していましたが，豪していましたが，豪

雨災害の影響で利用が休止となった施設等もある雨災害の影響で利用が休止となった施設等もある雨災害の影響で利用が休止となった施設等もある雨災害の影響で利用が休止となった施設等もある

ことことことことから，から，から，から，生涯学習発表会の開催を生涯学習発表会の開催を生涯学習発表会の開催を生涯学習発表会の開催を    

中止と中止と中止と中止としております。ご理解ください。しております。ご理解ください。しております。ご理解ください。しております。ご理解ください。    

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学習棟２階学習棟２階学習棟２階学習棟２階のギャラリーのギャラリーのギャラリーのギャラリー

は，は，は，は，既存の部屋を研修室３室へと増室する既存の部屋を研修室３室へと増室する既存の部屋を研修室３室へと増室する既存の部屋を研修室３室へと増室する改修工改修工改修工改修工

事を予定しているため，事を予定しているため，事を予定しているため，事を予定しているため，一般利用一般利用一般利用一般利用のののの再開再開再開再開ははははししししていていていてい

ません。ません。ません。ません。当分の間，当分の間，当分の間，当分の間，ギャラリーをギャラリーをギャラリーをギャラリーを利用休止とします利用休止とします利用休止とします利用休止とします

のでのでのでので，，，，ご理解ください。ご理解ください。ご理解ください。ご理解ください。    

の部分を記入してください。　　　　の部分を記入してください。　　　　の部分を記入してください。　　　　の部分を記入してください。　　　　※　１枚につき１教室のみ。※　１枚につき１教室のみ。※　１枚につき１教室のみ。※　１枚につき１教室のみ。

※　この欄には記入※　この欄には記入※　この欄には記入※　この欄には記入
しないでください。しないでください。しないでください。しないでください。

往信（表）往信（表）往信（表）往信（表） 返信（裏）返信（裏）返信（裏）返信（裏） 返信（表）返信（表）返信（表）返信（表） 往信（裏）往信（裏）往信（裏）往信（裏）

※※※※

応応応応
募募募募
者者者者
のののの
住住住住
所所所所

応応応応
募募募募
者者者者
のののの
名名名名
前前前前

    

様様様様

　
①郵便番号・住所①郵便番号・住所①郵便番号・住所①郵便番号・住所

②名前（ふりがな）②名前（ふりがな）②名前（ふりがな）②名前（ふりがな）

③年齢③年齢③年齢③年齢

④電話番号④電話番号④電話番号④電話番号

⑤施設名・教室名⑤施設名・教室名⑤施設名・教室名⑤施設名・教室名

62
返信返信返信返信

62
往信往信往信往信

各各各各
申申申申
しししし
込込込込
みみみみ
先先先先
のののの
住住住住
所所所所

各各各各
申申申申
しししし
込込込込
みみみみ
先先先先

大人大人大人大人もももも    子子子子どももどももどももどもも    楽楽楽楽しんでしんでしんでしんで！！！！    

日時 ： 2 月 9 日（土）10:00～ 定員：１３０名    

場所 ： 本郷生涯学習ｾﾝﾀｰ（多目的ﾎｰﾙ）   

（入場無料です） 

申し込みは，ほんごう子ども図書館 86-6066 

46名の子ども達と，コマ

回しやおじゃみを楽し

みました。多くの笑顔と

感動がありました。 

～～～～みんなでみんなでみんなでみんなで支支支支えるえるえるえる，，，，三原三原三原三原のののの子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち～～～～    

日時 ： 2 月 16 日（土）13:30～   （入場無料です）    

場所 ： 三原市中央公民館 ２F 中講堂 

内容 ： 表彰，活動報告，アトラクション 

講演「地域の森と子ども」 講師 西平孝治さん 



 
 
 
 
 

    

ＨＨＨＨ３１３１３１３１年年年年２２２２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    土土土土    大人と子供のアート教室大人と子供のアート教室大人と子供のアート教室大人と子供のアート教室    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    
けんみん文化祭けんみん文化祭けんみん文化祭けんみん文化祭    尾三地区フェスティバル尾三地区フェスティバル尾三地区フェスティバル尾三地区フェスティバル    

パソコンを使いこなそう（主）パソコンを使いこなそう（主）パソコンを使いこなそう（主）パソコンを使いこなそう（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    

１８１８１８１８    月月月月    パソコン初心者（主）パソコン初心者（主）パソコン初心者（主）パソコン初心者（主）    絵笑の会絵笑の会絵笑の会絵笑の会    ひだまりひだまりひだまりひだまり    

１９１９１９１９    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）    老大ＰＣ老大ＰＣ老大ＰＣ老大ＰＣ    むくげむくげむくげむくげ    絵画絵画絵画絵画    

ＰＣ－ＡＰＣ－ＡＰＣ－ＡＰＣ－Ａ    ＶＭＣＶＭＣＶＭＣＶＭＣ    

２０２０２０２０    水水水水    
茶道（裏）茶道（裏）茶道（裏）茶道（裏）    ロコモ体操（主）ロコモ体操（主）ロコモ体操（主）ロコモ体操（主）    英会話を学ぼう（主）英会話を学ぼう（主）英会話を学ぼう（主）英会話を学ぼう（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    ラビアンローズラビアンローズラビアンローズラビアンローズ    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    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    

２１２１２１２１    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        

インターネットネットを活用しようインターネットネットを活用しようインターネットネットを活用しようインターネットネットを活用しよう    ちゅうりっぷちゅうりっぷちゅうりっぷちゅうりっぷ    

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    かな書道かな書道かな書道かな書道    

２４２４２４２４    日日日日    三原盆栽会三原盆栽会三原盆栽会三原盆栽会    

２５２５２５２５    月月月月    型絵染め（主）型絵染め（主）型絵染め（主）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    

２６２６２６２６    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）    

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    ボジーボジーボジーボジーガ新高ガ新高ガ新高ガ新高    本郷ヨガ本郷ヨガ本郷ヨガ本郷ヨガ    

２７２７２７２７    水水水水    
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）    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    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    本郷ヨガ本郷ヨガ本郷ヨガ本郷ヨガ    

２８２８２８２８    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    

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

１１１１    金金金金    ＩＴきららＩＴきららＩＴきららＩＴきらら    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        

３３３３    日日日日    第１７回第１７回第１７回第１７回    ほんごう芸能フェスティバルほんごう芸能フェスティバルほんごう芸能フェスティバルほんごう芸能フェスティバル    

４４４４    月月月月    パソコン初心者（主）パソコン初心者（主）パソコン初心者（主）パソコン初心者（主）    絵笑の会絵笑の会絵笑の会絵笑の会    アンパンマンアンパンマンアンパンマンアンパンマン    

５５５５    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    絵画絵画絵画絵画    むくげむくげむくげむくげ    
ややややさしくストレッチ（主）さしくストレッチ（主）さしくストレッチ（主）さしくストレッチ（主）    ＰＣ－ＡＰＣ－ＡＰＣ－ＡＰＣ－Ａ    ＶＭＣＶＭＣＶＭＣＶＭＣ        

６６６６    水水水水    
茶道（裏）茶道（裏）茶道（裏）茶道（裏）    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    

７７７７    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    

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）    パンベーグルパンベーグルパンベーグルパンベーグル    

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    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    

９９９９    土土土土    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    

１０１０１０１０    日日日日    パソコンを使いこなそう（主）パソコンを使いこなそう（主）パソコンを使いこなそう（主）パソコンを使いこなそう（主）    人物描こう会人物描こう会人物描こう会人物描こう会    

１１１１１１１１    月月月月    型絵染め（主）型絵染め（主）型絵染め（主）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    

１２１２１２１２    火火火火    

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）    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）    

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    本郷ヨガ本郷ヨガ本郷ヨガ本郷ヨガ    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        

１３１３１３１３    水水水水    
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）    英会話を学ぼう（主）英会話を学ぼう（主）英会話を学ぼう（主）英会話を学ぼう（主）    

本郷ヨガ本郷ヨガ本郷ヨガ本郷ヨガ    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    

１４１４１４１４    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）    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）    

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）    ＩＴさややかＩＴさややかＩＴさややかＩＴさややか    

１５１５１５１５    金金金金    ＩＴきららＩＴきららＩＴきららＩＴきらら    ローズパンローズパンローズパンローズパン    

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    

２月２月２月２月    ３日３日３日３日    日日日日    ９時３０分９時３０分９時３０分９時３０分    ほんごうほんごうほんごうほんごう芸能フェスティバル芸能フェスティバル芸能フェスティバル芸能フェスティバル    本郷コミセン本郷コミセン本郷コミセン本郷コミセン    にににに    ８５－０７０１８５－０７０１８５－０７０１８５－０７０１    

２月１１日２月１１日２月１１日２月１１日    月月月月    １２時１２時１２時１２時    ハイステップコンサート２０１９ハイステップコンサート２０１９ハイステップコンサート２０１９ハイステップコンサート２０１９    （株）ワタナベミュージックラボ（株）ワタナベミュージックラボ（株）ワタナベミュージックラボ（株）ワタナベミュージックラボ    にににに    ６３－２１８０６３－２１８０６３－２１８０６３－２１８０    

２月１７日２月１７日２月１７日２月１７日    日日日日    １０時３０分１０時３０分１０時３０分１０時３０分    
第２９回第２９回第２９回第２９回    けんみん文化祭けんみん文化祭けんみん文化祭けんみん文化祭    

尾三地区フェスティバル尾三地区フェスティバル尾三地区フェスティバル尾三地区フェスティバル    

けんみん文化祭尾三地区けんみん文化祭尾三地区けんみん文化祭尾三地区けんみん文化祭尾三地区    

実行委員会（実行委員会（実行委員会（実行委員会（文化課文化課文化課文化課））））    
にににに    ６４－９２３４６４－９２３４６４－９２３４６４－９２３４    

３月３月３月３月    ９日９日９日９日    土土土土    ９時４５分９時４５分９時４５分９時４５分    本郷公民館学習グループ発表会本郷公民館学習グループ発表会本郷公民館学習グループ発表会本郷公民館学習グループ発表会    本郷公民館本郷公民館本郷公民館本郷公民館    にににに    ８５－０７０１８５－０７０１８５－０７０１８５－０７０１    

３月３０日３月３０日３月３０日３月３０日    土土土土    １３時３０分１３時３０分１３時３０分１３時３０分    前川喜平さん講演会前川喜平さん講演会前川喜平さん講演会前川喜平さん講演会    講演会実行委員会講演会実行委員会講演会実行委員会講演会実行委員会    にににに    ――――    


