
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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：１１月２８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  

本郷生涯学習センターは，生涯学習を通じ，まちづくり人づくりを行う地域学習拠点です。 

ライフスタイルの変化やＩＴ情報化社会といった時代のニーズに対応する充実した機能を備え，子ども

から高齢者まで，誰もが気軽に，『新しい自分』に出会うことのできる施設です。 

 各種研修室などからなる『学習棟』と，『にいたかホール』の 2 棟で構成され，目的に応じて人々が集

い，交わり，憩いながら『学ぶ』空間をご提供します。 

１０月２７日～１１月９日は秋の読書週間です。 

 

今年は「映画になった本」を展示します。 

 

たくさん本を読みましょう。 

 

階 部屋名 面積（㎡） 席数

研修室１ 52.20 30

研修室２ 65.50 30
情報学習室 89.53 24
調理室 106.53 30
工芸室 91.51 30
多目的ホール 171.28 130
研修室３ 70.80 45
研修室４ 62.66 36
研修室５ 46.32 24
研修室６ 77.30 36
研修室７ 51.40 28
和室（１５畳） 46.32 30
ミーティングルーム 20.72 10
客席 421.20 512
舞台（有効１０ｍX１４ｍ） 233.40
楽屋１ 22.61
楽屋２ 32.29

駐車場 １３４台

1F

2F

学習棟

ホール棟

 ミーティングルームは，現在「ふれあい教室」として使用中のため，利用できません。 

 駐車場利用のみの場合には，必ず事前に「駐車場使用願」を提出してください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 金 
リコーダー（主） ボールペン文字講座（主） 

ＩＴきらら カトレア（金） ローズパン ルクールリアン 

老大カラオケ 本郷太鼓（Ｃ） 押し花で飾ろう 

１６ 土 レイフラワー本郷 沼田文化研究会 なでしこクック  

１７ 日 らくらくインターネット 三原盆栽会 

１８ 月 

パソコン初級（主） 本郷しの笛の会（主） 

ペン字教室 銭太鼓 絵笑の会 

三原アレルギーの会 

１９ 火 
本郷太鼓（Ａ） カトレア（火） むくげ 老大ＰＣ  

ＰＣ－Ａ ＶＭＣ 絵画 ゆめふうせん オカリナ 

２０ 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    

２１ 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 書道 

手話おおぞら エアロ＆リズム体操 

２２ 金 クオーレ コーラスほほえみ ベーキングラブ 

２３ 土 ＰＣシニア 花みずき 本郷囲碁クラブ  

２４ 日    

２５ 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 

２６ 火 

３Ｂ体操 本郷太鼓（Ｂ） 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 

フラワーアレンジメント ハングル講座（主） 

２７ 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 

２８ 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 

２９ 金 リコーダーでたのしく脳トレ（主） 

３０ 土 茶道教室 

日 曜 講    座 

１ 金 
リコーダー（主） ボールペン文字講座（主） 

ＩＴきらら カトレア（金） 老大カラオケ  

本郷太鼓（Ｂ） 

２ 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 

３ 日 らくらくインターネット 

４ 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 踊ろう会 絵笑の会 

５ 火 

本郷太鼓（Ａ） カトレア（火） 老大ＰＣ  

ＰＣ－Ａ ＶＭＣ 本郷ダンス オカリナフレンズ 

食育クッキング（主） 手話 ゆめふうせん 

６ 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 ルクールリアン    

７ 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 

エアロ＆リズム体操 

８ 金 
クオーレ 三原山の会 本郷コーラスほほえみ  

押し花で飾ろう ホームベーカリー 

９ 土 囲碁クラブ 花みずき かな書道 ＰＣシニア 

１０ 日 人物描こう会 

１１ 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 都絵手紙 

１２ 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 哲滄会 

ムグンファ 英会話 やさしくストレッチ 

ハングル講座（主） 本郷ダンスクラブ   

１３ 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 

緑と水を守る会 沼田川ファミリークラブ 

１４ 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   

月 日 曜 開始時間 催し物 主 催 者 会場 お問合せ 

１１月１７日 日 １７時 第１４回公演 星を見ていた猫 ミュージカルシティみはらピープル に ― 

１１月２３日 土 
１０時      

（展示・舞台） 

本郷地区老人クラブ 

第１１回本郷文化祭 
本郷地区老人クラブ連合会 に ― 

１１月２４日 日 １３時 ピアノ発表会 絆 に ― 



 


