
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月２０日（金）に消防

訓練を行いました。 

事務所で出火したと想

定し，火災場所の確認，

館内への告知，消防への

通知手順を確認しまし

た。 

その後，消火器と消化

栓のホースからの放水を

体験しました。 

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：１０月２４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♪～ 

三原市立本郷図書館 85-0703  

消費税の税率が 8％から 10％に引き上げられることに伴い，10月 1日から施設使用料が変更されます。 

尚，ギャリーは研修室（５），（６），（７）の 3つの研修室として使用できます。 

現 

行 

改 

定 

後 
 土曜日・日曜日・国民の祝日に利用する場合  使用料×１．２

 ・入場料を徴収する場合  使用料×１．５

※上記算定により10円未満の端数が生じたときは，これを切り捨てます。
※ にいたかホールの使用料には，舞台，ホワイエの使用料を含みます。

 使用料×０．５

 ・営利目的で利用する場合  （土・日・祝日は使用料×１．２×１．５）

 にいたかホールまたは多目的ホールを
 準備のために利用する場合

午前 午後 夜 午前・午後 午後・夜 午前～夜

9時～12時 12時～17時 17時～21時 9時～17時 12時～21時 9時～21時

 にいたかホール 9,450円　 11,550円　 15,550円　 18,900円　 23,940円　 31,500円　

 多目的ホール 3,150円　 5,040円　 5,670円　 8,190円　 10,710円　 13,860円　

 研修室（１），（２），（３），（４），
 和室，情報学習室，工芸室，
 調理室，舞台，ホワイエ

1,050円　 1,750円　 1,400円　 2,800円　 3,150円　 4,200円　

 ギャラリー 2,100円　 3,360円　 3,780円　 5,460円　 7,140円　 9,240円　

区　分

 冷暖房を使用する場合

  使用料×０．２を加算。
　ただし，にいたかホールは，
  冷房は1時間当たり2,500円を加算，
  暖房は1時間当たり2,000円を加算。

午前 午後 夜 午前・午後 午後・夜 午前～夜

9時～12時 12時～17時 17時～21時 9時～17時 12時～21時 9時～21時

 にいたかホール 9,620円　 11,760円　 15,830円　 19,250円　 24,380円　 32,080円　

 多目的ホール 3,200円　 5,130円　 5,770円　 8,340円　 10,900円　 14,110円　

 研修室（１），（２），（３），（４），
 研修室（５），（６），（７），
 和室，情報学習室，工芸室，
 調理室，舞台，ホワイエ

1,070円　 1,780円　 1,420円　 2,850円　 3,200円　 4,270円　

区　分

 冷暖房を使用する場合

  使用料×０．２を加算。
  ただし，にいたかホールは，
  冷房は1時間当たり2,540円を加算，
  暖房は1時間当たり2,030円を加算。



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 火 

本郷太鼓Ａ カトレア（火） むくげ 老大ＰＣ  

ＰＣ－Ａ ＶＭＣ 絵画 本郷ダンス 

オカリナフレンズ ゆめふうせん 

１６ 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 老大料理 

緑と水を守る会     

１７ 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） 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） ちゅうりっぷ 手話 

エアロ＆リズム体操  

１８ 金 
ボールペン文字講座（主） コーラスほほえみ 

ＩＴきらら カトレア（金） 老大カラオケ  

１９ 土  

２０ 日  

２１ 月 
パソコン初級（主） 本郷しの笛の会（主） 

都絵手紙 絵笑の会 銭太鼓 

２２ 火 

ハングル講座（主） ヨガＡ ムグンファ 

やさしくストレッチ ３Ｂ体操 ボジーガ新高 

本郷太鼓（Ｂ） 哲滄会 英会話（ＭＥＣ） 

２３ 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 

２４ 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 カラオケＭＣ   

２５ 金 クオーレ 押し花 ベーキングラブ 

２６ 土 
茶道（表） かな書道 ＰＣシニア 花みずき 

囲碁クラブ なでしこクック 

２７ 日 三原盆栽会 

２８ 月 
やさしい型絵染め（主） ピース太極拳 

ＩＴあじさい 都絵手紙 トールペイント 

２９ 火 ハングル講座（主） ムグンファ フラワーアレンジ 

３０ 水 
歌声のチカラ（主） 英会話をたのしく学ぼう（主） 

ルクールリアン 

３１ 木 
たのしむ絵画（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） 

日 曜 講    座 

１ 火 

本郷太鼓Ａ カトレア（火） むくげ 老大ＰＣ  

ＰＣ－Ａ ＶＭＣ 絵画 本郷ダンス 英会話 

オカリナ教室フレンズ 手話おおぞら 

食育クッキング（主） ゆめふうせん 

２ 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 

老大料理 

３ 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） 書道 ベーグル 

アガペーダンス エアロ＆リズム体操 

４ 金 
リコーダー（主） ボールペン文字講座（主） 

ＩＴきらら ホームベーカリー カトレア（金） 

５ 土 
レイフラワー本郷 原爆被害者之会  

大人と子どものアート教室 

６ 日 らくらくインターネット 

７ 月 

パソコン初級（主） 本郷しの笛の会（主） 

クラフト ペン字教室 銭太鼓 踊ろう会 

絵笑の会 

８ 火 
ボジーガ新高 ３Ｂ体操 ヨガＡ ろうの華 

本郷太鼓（Ｂ） フラワーアレンジ   

９ 水 
本郷ヨガＢ あひるの会 ＰＣ－Ｂ 

沼田川ファミリークラブ 

１０ 木 
基礎からの書道（主） 邦楽さざなみ  

ＩＴさわやか 書道教室   

１１ 金 
クオーレ 三原山の会 ローズパン  

邦楽さざなみ 押し花で飾ろう 

１２ 土 
かな書道 ＰＣシニア 花みずき 囲碁クラブ 

沼田文化研究会  

１３ 日 人物描こう会 

１４ 月 

やさしい型絵染め（主） ピース太極拳 

ＩＴあじさい ハワイアンキルト クラフト同好会 

アンパンマン教室 

月 日 曜 開始時間 催し物 主 催 者 会場 お問合せ 

１０月１９日 
１０月２０日 

土
日 

９時３０分 第４２回ほんごう文化祭 三原文化協会本郷支部 に ― 

１０月２７日 日 １３時００分 ピアノ発表会 引地ピアノ教室 に ― 

１１月２３日 土 １０時（展示・舞台） 
本郷地区老人クラブ 

第１１回文化祭 
本郷地区老人クラブ連合会 に ― 



 


