
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎月第 4 木曜日 絵本や紙芝居をします。 

ぜひ 来てください。 

 日時：８月２２日（木） 

午前 １０：３０～ 

場所：本郷図書館 絵本のコーナー 

～大人も子どもも大歓迎♪～ 

自由研究や工作の本を展示しています。 

課題図書も展示中。どうぞご利用ください。 

期間：７/１０～８/３１ 

三原市立本郷図書館 85-0703  

夏休みをたのしむ本展 

本郷生涯学習センターでは，本郷公民館で活動していた 27のグループを加えた，77のグループが団体登録を

行い，多様な分野での“学び”を継続しています。 

主には，パソコン，料理，体を動かすもの，語学，学習，音楽，趣味・教養，芸術分野の学習を行っています。 

　アンパンマン教室 ローズパン教室

　本郷パン教室ベーグル ベーキングラブ

　ちゅうりっぷ なでしこクック

　ホームベーカリー教室

オカリナ教室　フレンズ 安芸本郷太鼓同好会Ａ

邦楽グループ　さざなみ 安芸本郷太鼓同好会B

本郷コーラスほほえみ 安芸本郷太鼓同好会C

Ｃuoreクオーレ

むくげの会(ハングル） ムグンファの会（ハングル）

英会話同好会(M･E･C)

三原市原爆被害者之会 三原アレルギーの会　ひだまり

沼田文化研究会

本郷健康ヨガ教室A レイフラワーラウレア本郷

本郷健康ヨガ教室B レイフラワーラブリー本郷

３Ｂ体操 レイフラワーアウリイ本郷

踊ろう会 ルクールリアン

本郷ダンスクラブ ピース太極拳同好会

やさしくストレッチ フォークダンスひまわり会

エアロとリズム体操 アガペー　ダンス　サークル

本郷パソコン同好会A ITさわやか

IT実用パソコン ＩＴきららPC同好会

ＩTさくら パソコンシニア倶楽部

あひるの会 らくらくインターネット

本郷パソコン同好会B 三原ＶＭＣ

ＩTあじさい

絵笑の会(絵手紙) ボジーガ新高

押し花を飾ろう ﾊﾜｲｱﾝｷﾙﾄｻｰｸﾙ

ゆめふうせん 書道教室

トールペイント同好会 アートフラワー教室

大人と子供のアート教室 本郷絵画同好会

茶道教室 手話サークル　おおぞら

かな書道 ろうの華同好会

本郷囲碁クラブ 本郷囲碁同好会

人物描こう会 三原山の会

ペン字教室 都絵手紙教室

クラフト同好会 フラワーアレンジメント

本郷銭太鼓同好会 哲滄会本郷支部

三原盆栽会 吟道學眞会　花みずき

沼田川焼物同好会 カトレア教室　火曜コース

本郷陶芸教室 カトレア教室　金曜コース

本郷緑と水を守る会 沼田川ファミリークラブ



 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

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 

１５ 木 

和太鼓叩いて脳トレ・筋トレ（主） 囲碁同好会  

たのしむ絵画（主） ＰＣでインターネット（主）    

スマホでインターネット（主） 

１６ 金 
リコーダー（主） ボールペン文字講座（主） 

ローズパン 

１７ 土 レイフラワー本郷 なでしこクック 沼田文化研究会 

１８ 日 らくらくインターネット 三原盆栽会  

１９ 月 
パソコン初級（主） 本郷しの笛の会（主） 銭太鼓    

三原アレルギーの会 絵笑の会 クラフト 絵画 

２０ 火 
本郷太鼓Ａ カトレア（火）むくげ 英会話 オカリナ 

老大ＰＣ ＰＣ－Ａ ＶＭＣ 絵画 フラワー 哲滄会 

２１ 水 
茶道（裏）（主） ロコモ体操（主） 緑と水を守る会 

老大料理 実用ＰＣ ＩＴさくら アートフラワー 

フォークダンス 

２２ 木 
基礎からの書道（主） ＩＴさわやか  

アガペーダンス 邦楽さざなみ 

２３ 金 コーラスほほえみ クオーレ 押し花  ベーキングラブ 

２４ 土 
かな書道 ＰＣシニア 茶道（表） 囲碁クラブ 

花みずき 

２５ 日  

２６ 月 
やさしい型絵染め（主） ピース太極拳  

トールペイント ＩＴあじさい  

２７ 火 

ハングル講座（主） ヨガＡ ムグンファ 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） 

２８ 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 

ルクールリアン  

２９ 木  

３０ 金 カトレア（金） 老大カラオケ 

３１ 土  

日 曜 講    座 

１ 木 
和太鼓（主） たのしむ絵画（主） 

パソコンでインターネット（主）パンベーグル 

スマホでインターネット（主） 囲碁同好会  

２ 金 

リコーダー（主） ボールペン文字講座（主） 

カトレア（金） 本郷太鼓Ｃ ＩＴきらら 

ホームベーカリー  

３ 土 レイフラワー本郷 大人と子どものアート 

４ 日 らくらくインターネット 

５ 月 

パソコン初級（主） 本郷しの笛の会（主）    

絵笑の会 銭太鼓 踊ろう会 クラフト同好会 

ペン字教室 原爆被害者之会 

６ 火 

本郷太鼓Ａ カトレア（火） むくげ ３Ｂ体操  

老大ＰＣ ＰＣ－Ａ ＶＭＣ 絵画 本郷ダンス 

オカリナ フラワーアレンジ 手話おおぞら 

たのしく食育クッキング（主） 

７ 水 
茶道（裏）（主） ロコモ体操（主） 実用ＰＣ 

ＩＴさくら アートフラワー フォークダンス 

８ 木 
基礎からの書道（主） ＩＴさわやか  

アガペーダンス 邦楽さざなみ ちゅうりっぷ 

９ 金 
コーラスほほえみ クオーレ 押し花で飾ろう 

老大カラオケ 

１０ 土 かな書道 ＰＣシニア 囲碁クラブ 花みずき 

１１ 日  

１２ 月 
やさしい型絵染め（主） ＩＴあじさい  

アンパンマン教室  

１３ 火 
ハングル講座（主） ヨガＡ やさしくストレッチ 

ボジーガ新高 ろうの華 本郷ダンスクラブ  

１４ 水 
本郷ヨガＢ 沼田川ファミリークラブ 

英会話をたのしく学ぼう（主） あひるの会  

月 日 曜 開始時間 催し物 主 催 者 会場 お問合せ 

８月 ７日 水 ９時３０分 
親子ふれあい教室 

消しゴムはんこ・グランドグライダー 

青少年育成三原市民会議 

本郷支部 
工 
研２ 

８５－０７０１ 

８月２５日 日 １４時 第２０回定期演奏会 三原高校器楽部ＯＢ会 に ― 

９月１６日 月 ９時１５分 本郷地区敬老会 
本郷地区敬老会 

実行委員会 
に ― 


