
行列講座で話題のお二人が
広島にやって来まする
人が集まる講座の企画と効果的な広:報 |こついて
実践的に学びましょう:

「参加したくなる講座、参加してょからた!と思える権座を企画し

人を集めるために一番木切なのは、担当者の難議です。

でも、やる気があつてもやる気が伝わらなしヽのでは意味がありません。

そこで、量要なのは思わず手にとるチラシです。」と語る

■人の講師、吉田溝彦さんと牟田欝薔さん。

今回はよリパワーアップした内容を展開してくださしヽます。

NPOや市民グループの方や民間企業の方もぜひご参加ください.

彊日 時:平成¶8年9月 29□畿)l aoo～ 17■0
国受講料:3,000円
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圃申し込み。問い含わせ :丁EL:082-248-3312 FAX:082■ 248-4476
詳しくはホームペニジをご覧ください。http://www.熙∋plaZaocity.hi「 oshima.ip



1丁ポランテイア
「プラザドットコム」

パソコン講習会
～入力の基礎=WORD編=～

:丁ボランティア
「PCエース」

パソコン講習会

インターネットメール入F電

市民参画講座

「コスタリカを知脇J第 1回
“世界を駆けるジヤニナリストが見た"

～豊かな海岸の国・平和なコスタリカ～

(第2回 :10月 8日開催予定)

市民参画講座【全3回コース】
～エクセ′レをはじめよう～

伊藤千尋さん

(朝日新聞元中南米特派員)

1丁ポランティア
「PCエースJ   I

福徳裕子さん(■フ・シ■・オー代表)

女性のキャリア支援講座Ⅲ

啓発セミナー

～仕事の現場を知る～

女性のキャリア支援講座Ⅲ

基礎力養成【全5回コース】
～パソコン会計の実務を知る～

福徳裕子さん (エフ・シー・オー億鑢

⑤ 森山美知子さん

(広島大学大学院教授)

⑥ 谷元絢子さん

(ほつとる一む福山)

男性学・女性学講座 第5回 。第6回

⑤一人で抱え込まない介護とは

⑥ DV～私たちは暴力をゆるしません

赤墜千幸さん (干幸堂代表)他

WEプラザわくわくお試し講座バート2!

①夏の疲れを解消する漢方と食養生
②ランチョンセミナー“薬膳を味わう"

③向老期おしゃべリサロン     ‐

9/6(フκ)。 9/130κ )・

9/20(フκ)

13:30-16100

9/6(フκ)・ 9/13(2κ )

18:30～ 20:30

9/10(日 )

13:30へ 1́5:30

9/16(土 )・ 9/23(土 )・

9/30(土)    .
13:30～ 16:00 1

9/15(1鐘)

10:00へ 1́2:00

9/29(金 )・

10/6(金)・

10/13(金 )・

10/20(金 )・

10/27(1鑓 )

10:00-12:00

⑤9/17(日 )

010/15(日 )

13:30-15:30

9/20(」K)

①10:00～ 11:30
012:00-13:30
014:00～ 15:30

随時受付

参加費

700円

(コーヒー付)

随時受付

参加費

1,000円

随時受付

参カロ費

18,000円

(教材費込み)



9/22(壼≧)。 10/27(ゴ≧)

10:30-12:00

9/29(壼≧)

10:00-17:00

9/29(壼≧)

10:00-17:00

10/5(本 )     .
①10:00～ 11:20
011:30～ 12:00

10/14(土 )

～12/16(土 )

10月・12月は、

毎週土曜日
13:30-16:30

｀
10/16(月 )・

10/24(大 )・

10/30(月 )

9:30～ 11:30

10/18(2κ )

14:00-15:30
(毎月第3水曜日)

市民参画講座
～シネマ de トーク～

蔵刺 贋子さん

(サ園ンシネマ・シネツイン主宰)

行列のできる講座と

思わず手にとるチラシのつくり方

牟田静番さん

(NPO法人男女共同参画おおた理事)

書圏清彦さん

(フリーライター・兵庫県男女共同参画審議会委員)

市民参画講座     ―

ママの元気 応援講座 第3回
おしゃれに一汁三菜
～フレンチティストのヘルシーメニュー～

圏申敬子さん

(蠅業助産師)

平山友美さん

(フードコーディネーター)

女性の健康をトータルに考える講座
～女性の健康管理～

① 講義②個人相談

大庭容子さん  |
(広島市市民病院 女性外来担当医師)

社会参画カレッジ【全10回コース】
自己表現・企画ワークショップ
～まちづくりで、あそぼ～

子育ておしゃべリサロン
【全8回コース】
～ノーパディーズ バーフエクト プログラム～

船崎美智子さん

(ライフスタイル研究所代表)他

金子留里さん・高見干加子さん

(NPファシリテーター)

向老期おしゃべリサロン 平本久悪さん(wEプラザサポーター)

睡時受付

幸託児あります。(2週間前までに電話でお申し込みください。「女性のためのフィットネスJについては本曜日のみ。)

間もヽ含わせ・申込み/TEL 248-3312 FAX 248-4476
1    〒730-0051広島市中区大手町5丁目6-9



童難鰊 感をトニ伽鰺炒奪濾轟繭睡
「こころもからだも自分らしくあるために～わくわく(楽しく)暮らしていますか?」

をテーマにさまざまな角度から、講座を開いております。    |

これからの議座

贅嚢の疲れを解消する漢方と食費生

M2006年 9月 2③圏(永)loЮo～ 11:30
M定 員 :30人

☆ランチョンセミナー 薬膳を味わう
2006年9月 20日 (水)12:00～ 13:30
1500円
20人 (先着順)

贅 女 性 の 健 康 管 理 広島市民病院 女性外来 大 庭 容 子 曲 雨

緻日

趙会

隕定

時

費

員

爾籟プラザ ART探訪 輝甚[尻曇i盟ず電i幌意
夏 体 み の EA丁 &AR丁 プ ロ グ ラ ム | すびARTの落書き帳制作の様子です。

:隕日時:2006年19月 5日 (本)10:00～ 11:20  1
:     相談/11:30～ 12:00            1
1 m定 員 :25人 (先着順)               |

☆バレエストレッチ

☆子どもや自分の′ぃの安全を守るなどを予定しております。

メルマガ配信しています。
最新の講座案内などの情報をお届けtノ ます。

下記のアドレスから、登録してください。

http://wwweweplaza.city.hiroshima.ip/ml.html

広島市女性教育センター
〒730-0051 広島市中区大手町5丁目6-9

TEL:082-248-3312
FAX:082‐ 248-4476
http://www.weplaza.city.hiroshima.ip

開館時間/9:00～ 21:30

体館日/第 2,4月 罐日
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