
 
【申し込み】 

 

原則１年間受講するものとします。 
 

・ 電話での申し込みはできません。窓口で直接 

所定の用紙に記入して申し込んで頂きます。 

・ 代理人による申し込みは可能です。 

・ 定員になるまで，随時受け付けます。 

【受講料】 

・ 各講座の開催日時・回数・受講料等は，下の表 

の通りです。 

・４月（前期）と１０月（後期）に， 

各半期分を納めてください。 
・ 一度納入された受講料は，お返しできません。 

【その他】 

・ 受講の権利を他の人に譲ることはできませ 

ん。 

・ 教材費などは，別途負担になります。 

・ 受講生が少ないときは，開講しないことがあ 

ります。 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【児童】 

講 座 名 開 催 日 開催時間 講座回数 講師名（敬称略) 定員 受講料（半期分） 

クラシックバレエ 月曜日 １７：００～ ４０ 古江 幸江 ２０ ８，０００円 

硬 筆 金曜日 １６：３０～ ４０ 荒光 桃里 ２０ ８，０００円 

ジュニア・コーラス 第２･４土曜日 １０：００～ ２０ 佐々木 智子 ２０ ４，０００円 

【成人】 

講 座 名 開 催 日 開催時間 講座回数 講師名（敬称略) 定員 受講料（半期分） 

書道  第１･３金曜日 １４：００～ ２０ 荒光 桃里 ２０ ４，０００円 

料理 第２･４金曜日 １０：００～ ２０ 古屋 幸子 ２０ ４，０００円 

フラワーアレンジメントとアートフラワー  第１･３木曜日 １０：００～ ２０ 古川 悦子 ２０ ４，０００円 

太極拳 水曜日 １３：００～ ４０ 佛圓 藤栄 ２０ ８，０００円 

健康体操 火曜日 １０：３０～ ４０ 藪木 三恵 ２０ ８，０００円 

卓球 金曜日 １８：３０～ ４０ 松村 隆司 ２０ ８，０００円 

らくらくピラテイス 金曜日（月 3 回）  １０：００～ ３６ 荘野 やよゐ ２０ ７，２００円 

【女性】 

講 座 名 開 催 日 開催時間 講座回数 講師名（敬称略) 定員 受講料（半期分） 

エアロビクス 水曜日 １９：００～ ４０ 笠原 みゆき ２０ ８，０００円 

 

◆自主サークル 【自主的に活動しているサークル】 

※ 自主サークルの活動経費等は 

サークルによって異なります。 

お問い合わせは，郷原まちセンへ 

 

郷原まちづくりセンターの自主サークル 
サークル名 開 催 日 開催時間 

郷原やさしい健康ヨーガサークル 水曜日 １０：００～ 

ごうはら城山支部（スポーツ吹矢） 第１～３木曜日 １３：００～ 

問合せは 郷原まちセンへ 

  
令和４年（2022 年）度  郷原まちづくりセンター  

 

 

対 象 呉市および近郊市･町在住の人 

期 間 ４月１日～来年３月３１日（１年間） 

申 込 郷原まちセン窓口で（先着順） 
  

優先受付 
３月４日(金)９時～ 

希望する講座を初めて受講す

る人を対象 

一般受付 
３月５日(土)９時～ 

優先受付に申し込まなかった

人・継続して受講する人を対象 

 

 
ごう  はら 

 
                令和４年２月１０日発行 

             郷原まちづくりセンター 

                【呉市郷原市民センター】 

                   TEL ７７－０００５ 

                   FAX ７７－００７１ 

 

 

受付開始 

たくさんの皆様の申し込みをお待ちしております。 

 

まちづくりセンター１階ロビーに講座の写真を 

展示中……雰囲気を味わってください！ 

 



祝新成人 心新たにスタート！    １月９日（日） 
令和４年１月９日，新成人６８名（男性３０名，女性３８名）が出席し，郷原町成人式が開催されまし

た。式典は，新型コロナウイルス感染症急拡大の状況を踏まえ，密を防ぐ為に屋外での実施となりました。 

郷原地区自治会連合会会長,波多間寛様から祝辞をいただき，新成人の代表２名が「二十歳の誓い」を述べ

ました。自覚と意欲が伝わるメッセージでした。 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

早春の黒瀬川沿いを歩いて，バードウオッチングを

楽しみましょう。自然のすばらしさや関わり方を体感

できます。  
日  時  ３月 2０日(日)  

９時～１２時 

場  所  郷原まちづくりセンター２階 講座室  

及び 黒瀬川 

  講 師 ひろしま自然の会の皆様 

   対象等  小学校 2 年生以下は保護者同伴 ３０名（先着） 

   料  金  １００円（保険料他） 

   持参物  マスク，双眼鏡（お持ちの方） 

水分補給用の飲物（水筒） 

※雨天時は写真や映像等による学習を行います。 

申し込みは 2 月 2１日（月）9 時～ 

郷原まちづくりセンター窓口で 
 

２月１４日（月）   ２月２１日（月） 
３月  １日（火）    ３月１１日（金） 

☆☆  ゆとりある 心と車間の デイスタンス ☆

☆ 

郷原地区の世帯と人口（１２月末現在） 
世帯数  １,９９８世帯 

人  口  ４,５２５人  （男 2,262人  女 2,263人）前

月比   男－１      女 ＋１ 

 

前月比   男 －8     女 －７ 

第３０回 お宝ＢＯＯＫ交換会 

２月２８日(月)まで（最終日は１５時） 

郷原まちづくりセンター１階ロビー 
日  時   ２月１日（火）～ ２月２８日（月） 

    ８時３０分～１７時１５分（最終日は１５時まで）  

場  所   郷原まちづくりセンター１階 ロビー 

※冊数制限はありません。事前申込みは不要です。 

 

 

地域情報発信！ホームページでご覧ください 

検索「郷原市民センター」 及び 「郷原まちづくりセンター」 

閉式後には，久々に出

会った新成人同士が談笑

したり写真を撮り合った

りする姿がみられまし

た。 

 

只今，郷原市民センター

１階ロビーで，昭和３３年

～４４年（３４，３５，３

９，４１年を除く）及び平

成２２年以降の過去の成

人式集合写真を掲示して

おります。どうぞ，ご覧く

ださい。 

 

 

中止のお知らせ 
新型コロナウイルス感染拡大防止の為，次の行事

を中止としました。楽しみに待っておられた方も

多いと思いますが，ご理解の程よろしくお願いし

ます。 

 ◆くれまちかどコンサート in 郷原（2 月 20 日） 

 

 
1・2 月号に記載しました，3 月開催予定の「おた

っしゃ筋力アップ教室」について，まん延防止等重

点措置期間が 2 月 20 まで延長された事に伴い，申

し込み期間を 2 月 28 日(月)まで延長します。 

引き続き郷原まちづくりセンター及び包括 

支援センターで申し込み受付を行っておりま 

すので，よろしくお願い致します。 

【問い合わせ】呉市東部地域包括支援センター７６－３３３３ 

 

図書コーナーへどうぞ！ 
まちづくりセンター1 階受付の横にある「図書コ

ーナー」で，呉市中央図書館の本の貸し出しを行

っています。 

★一人 2 冊まで 貸し出し期間 ２週間 

★8 時 30 分～１７時 15 分（休館日以外） 

 

 


