
主催講座を受講される皆様へのお知らせ 

開講式は，1回目の受講日となりますので，年間受講料 

（20回講座 4,000円/10回講座 2,000円）及び，案内ハガキに

記載してある準備物をご持参ください。 

なお，ご不明な点がありましたら，下記にご連絡ください。 

（問合せ先）  本郷生涯学習センター ☎８５－０７０１ 

子どもに読書を勧めるだ

けでなく，大人にとっても，

子どもの読書の大切さを考

えるとき…，それが「こど

もの読書週間」です。 

講座名 開設日 時間 会場

パソコン初級講座 ５月　６日（月） １３：３０～１５：００ 情報学習室

やさしい型絵染め講座 ５月１３日（月） １３：３０～１５：３０ 工芸室

たのしく食育クッキング ５月　７日（火） １０：００～１３：００ 調理室

ハングル講座 ５月１４日（火） １３：３０～１５：００ 研修室（４）

茶道(裏千家)講座 ５月１５日（水） １０：００～１２：００ 和室

たのしみながら「ロコモ体操」 ５月１５日（水） １０：００～１１：３０ ホワイエ２Ｆ

英会話をたのしく学ぼう ５月　８日（水） １３：３０～１５：３０ 研修室（４）

歌声のチカラ ５月　８日（水） １３：３０～１５：００ 多目的ホール

たのしむ絵画
(水彩・油彩・パステル)

５月１６日（木） １３：３０～１５：３０ 工芸室

和太鼓叩いて脳トレ・筋トレ ５月１６日（木） １３：３０～１５：００ 多目的ホール

パソコンでインターネット ５月１６日（木） １３：００～１４：３０ 情報学習室

スマホでインターネット ５月１６日（木） １５：００～１６：３０ 情報学習室

基礎からの書道 ５月　９日（木） １３：３０～１５：３０ 工芸室

ボールペン文字講座 ５月１７日（金） １３：３０～１５：００ 研修室（３）

リコーダーでたのしく脳トレ ５月１７日（金） １３：３０～１５：００ 多目的ホール

本郷しの笛の会 ５月　６日（月） １９：００～２０：３０ 多目的ホール

            

 

   

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本郷図書館 Tel:85-0703 

７月の豪雨災害による避難所開設等

で 7月 7日～9月 30日の間全面休館

（２階は１１月中旬まで休館）とな

り利用団体数は，減少しています。 

30年度 2,138団体
29年度 2,652団体

30年度 63,220人
29年度 77,134人

30年度 21,085人
29年度 26,439人

30年度 42,135人
29年度 50,695人

♡ゴールデンウィーク中の休館日♡ 

４月 2９日（月）～ ５月５日（日） 

 

☆こんぺいとう（本郷図書館おはなし会）☆ 

令和元年 5月 23日（木）10：30～11：00 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 問合せ先：本郷生涯学習センター ℡０８４８－８５－０７０１ 生涯学習相談員 角島・福居 

日 曜 講    座 

１６ 木 

和太鼓叩いて脳トレ・筋トレ（主） 本郷囲碁同好会 

スマホでインターネット（主） たのしむ絵画（主） 

パソコンでインターネット（主） ちゅうりっぷ 

エアロとリズム体操 

１７ 金 

リコーダーでたのしく脳トレ（主） カトレア（金） 

ボールペン文字講座（主） 押し花 ＩＴきらら 

ローズパン 老大カラオケ 本郷太鼓Ｃ 

１８ 土 レイフラワー本郷 沼田文化研究会 なでしこクック 

１９ 日 らくらくインターネット 三原盆栽会 

２０ 月 
本郷しの笛会（主） パソコン初級（主） ペン字 

三原アレルギーの会ひだまり 絵笑の会  

２１ 火 
老大ＰＣ カトレア（火） むくげ オカリナ ＰＣ－Ａ 

ＶＭＣ ゆめふうせん 絵画 太鼓Ａ  

２２ 水 

歌声のチカラ（主） 英会話をたのしく学ぼう（主） 

本郷ヨガＢ フォークダンス ルクールリアン 

あひるの会 ＰＣ－Ｂ 

２３ 木 
基礎からの書道（主） 邦楽さざなみ ＩＴさわやか 

アガペーダンス 書道 手話おおぞら 

２４ 金 クオーレ ベーキングラブ 

２５ 土 
かな書道 ＰＣシニア 本郷囲碁クラブ 花みずき 

茶道（表） 

２６ 日  

２７ 月 
やさしい型絵染め（主） トールペイント 都絵手紙 

ＩＴあじさい ピース太極拳 

２８ 火 

ハングル講座（主） 本郷ヨガＡ ムグンファ  

哲滄会 英会話 やさしくストレッチ ボジーガ新高 

３Ｂ体操 本郷太鼓Ｂ フラワーアレンジメント 

２９ 水 茶道（裏）（主） ロコモ体操（主） 老大料理 

３０ 木 
和太鼓（主） パソコンでインターネット（主） 

スマホでインターネット（主） たのしむ絵画（主） 

３１ 金 
老大カラオケ リコーダー（主） カトレア（金） 

ボールペン文字講座（主） 

日 曜 講    座 

１ 水 実用ＰＣ ＩＴさくら  

２ 木   

３ 金 ＩＴきらら 

４ 土  

５ 日 らくらくインターネット 

６ 月 
パソコン初級講座（主） 本郷しの笛会（主） 

クラフト同好会 ＩＴあじさい 

７ 火 

たのしく食育クッキング（主） 本郷ダンスクラブ 

本郷太鼓Ａ カトレア（火） むくげ オカリナ 

老大ＰＣ ＰＣ－Ａ ＶＭＣ ゆめふうせん 

手話おおぞら 絵画 

８ 水 

歌声のチカラ（主） 本郷ヨガＢ ＰＣ－Ｂ 

英会話をたのしく学ぼう（主） あひるの会 

沼田川ファミリークラブ  

９ 木 
基礎からの書道（主） 邦楽さざなみ 書道 

アガペーダンス ＩＴさわやか パンベーグル 

１０ 金 
コーラスほほえみ クオーレ ホームベーカリー 

三原山の会 押し花で飾ろう 

１１ 土 

かな書道 大人と子供のアート ＰＣシニア 

原爆被害者の会 本郷囲碁クラブ 花みずき 

茶道（表） 

１２ 日 人物描こう会 

１３ 月 

やさしい型絵染め（主） 踊ろう会 クラフト 

ハワイアンキルト ピース太極拳 都絵手紙 

アンパンマン  

１４ 火 

ハングル講座（主） 本郷ヨガＡ ムグンファ 

英会話 哲滄会 やさしくストレッチ ろうの華 

ボジーガ新高 ３Ｂ体操 本郷ダンスクラブ 

本郷太鼓Ｂ フラワーアレンジメント 

１５ 水 
たのしみながらロコモ体操（主） 老大料理 
茶道（裏）（主） 緑と水を守る会 ＩＴ実用 
フォークダンス ＩＴさくら アートフラワー 

月 日 曜 開始時間 催し物 主 催 者 会場 お問合せ 

5月１２日 日 １４時 ２５周年記念コンサート 混声コーラス ただのうみ に ― 

５月１９日 日 １０時 池坊巡回講座 池坊三原御豊支部 に ― 

５月２６日 日 ９時３０分 全国吟詠コンクール広島県予選大会 広島県吟剣詩舞道総連盟 に ― 


