＜ みはら市民大学ホームページ更新記録 ＞
年 月 日（曜）
令和元年
5 月 16 日(木)
5 月 31 日(金)
6 月 14 日(金)
6 月 27 日(木）
7 月 3 日(水)
7 月 17 日(水)
7 月 30 日（火）
8 月 20 日(火)
8 月 27 日(火)
9 月 3 日(火)
9 月 17 日(火)
10 月 2 日(水)
10 月 18 日(金)
11 月 20 日(金)
12 月 3 日(火)
令和２年
１月 ７日（火）
１月２１日（火）
２月 ５日（水）

新 設 ・ 更新項目並びに内容
開設要綱、入学式、コース案内 6 月講座案内
学校要覧
授業風景（生花、染色、陶芸）
授業風景（パッチワーク、囲碁 A,囲碁 B）おしらせ 7 月講座案内
ふれあい新聞
授業風景（編物、脳トレ①②）ヨガ案内
授業風景（太極拳、３B 体操、健康体操）8 月講座案内
授業風景(舞踊、料理①、料理③)
9 月講座案内
授業風景（英会話、俳句、短歌) ふれあい新聞
授業風景(かな①、かな②、漢字①)、教養講座案内、体験講座
授業風景(漢字②、絵手紙、写真)
授業風景(日本画、水彩画、草花栽培)、11 月講座案内
授業風景(コーラス、歌謡、大正琴)大学祭案内
12 月講座案内、ふれあい新聞

７月２９日（木）

１月講座案内 大学祭案内 授業風景（復温ハーモニカ、民謡①②）
授業風景（パソ入門、パソ初級、パソ中級）入学案内
授業風景（パソ上級、パソ上級特別、本郷カラオケ）入学案内、
２月講座案内
授業風景（本郷パソコン，本郷料理，大和パソコン）
修了式中止のお知らせ
入学式中止のお知らせ
４月講座案内
・Top ページ：開講中止のお知らせ（５月６日まで）
・Top ページ：５月講座案内
・Top ページ：開講延期のお知らせ（当面の間）
・Top ページ：授業風景紹介（院陶芸，院パソ①②）
・Top ページ：６月講座案内
・Top ページ：紹介（院パソ③④⑤）
・Top ページ：７月講座案内
・Top ページ：授業風景紹介（編物，生花，陶芸）
・Top ページ：警報発令時の対応について（お知らせ）
・Top ページ：授業風景紹介
（レザークラフト，パッチワーク，パソコン初級）
・Top ページ：８月講座案内

７月 ５日（水）

・Top ページ：授業風景紹介（囲碁 A，能力トレ①，パソコン中級）

８月２３日（日）

・Top ページ：みはら市民大学開講（三原老人大学移転）

８月２４日（月）

・Top ページ：オープンセレモニー写真 名称変更「みはら市民大学」

３月 ３日（火）
３月 ３日（火）
３月１０日（火）
４月１０日（金）
４月２２日（水）
４月３０日（金）
５月１３日（水）
５月２６日（火）
６月１２日（金）
６月２４日（水）
７月 １日（水）
７月 ９日（木）
７月１６日（木）

８月２５日（火）
８月２６日（水）
８月２８日（金）
９月 １日（火）
９月 ２日（水）

・Top ページ：学校要覧変更「みはら市民大学」
・Top ページ：体験講座案内（フラダンス・ギター）
・Top ページ：９月講座案内
・Top ページ：ふれあい新聞 99 号
・Top ページ：みはら市民大学周辺地図 教室配置

９月 ４日（金）
９月 ９日（水）
９月１１日（金）
９月１７日（木）

・Top ページ：ギャラリー展の様子（水彩画コース）
・Top ページ：講座日程（年間）
・Top ページ：１０月講座案内
・Top ページ：体験講座案内延期 あゆみ編集委員会写真

９月２３日（水）

・Top ページ：体験講座案内訂正

９月２４日（木）

・Top ページ：交流のひろば更新

９月２５日（金）

・Top ページ：リンクの更新

９月３０日（水）

・Top ページ：ギャラリー展案内（陶芸・日本画コース）

１０月 １日（木）
１０月 ２日（金）
１０月 ７日（水）

・Top ページ：市民大学紹介
ギャラリー展案内訂正
・Top ページ：授業風景紹介（囲碁 B，能力トレー②，パソコン上級）
メールの輪別途保存
・Top ページ：教科コースの紹介（令和２年度）

１０月 ８日（木）
１０月１３日（火）

・Top ページ：教科コースの紹介の訂正
・Top ページ：１１月講座案内

１０月１６日（金）
１０月２０日（火）
１０月２１日（水）

・Top ページ：授業風景紹介（健康体操，３B 体操，パソコン上級特別）
・Top ページ：体験講座の様子（フラダンス・ギター）
・Top ページ：ギャラリー展の様子（日本画コース）

１０月２３日（金）

・Top ページ：ギャラリー展の様子（陶芸コース）

１０月２８日（水）
１０月３０日（火）
１１月 ４日（金）

・Top ページ：
「学びヒヤク」教養スクール案内
（みはら市民大学・県立広島大教養スクール）
・Top ページ：授業風景紹介（太極拳，ヨガ入門①，本郷カラオケ）
・Top ページ：あゆみ編集委員会，代表委員会案内

１１月 ６日（金）

・Top ページ：授業風景介（ヨガ入門②，スポーツ吹矢，本郷パソコン）

１１月１１日（水）
１１月１７日（金）
１１月１８日（水）

・Top ページ：教科コースの紹介の訂正
・Top ページ：授業風景介（あゆみ編集委員会，代表委員会，消防訓練）
・Top ページ：ギャラリー展案内（水彩画コース）

１１月２６日（木）

・Top ページ：授業風景紹介（舞踊，料理①，大和パソコン）

１２月 ２日（水）

・Top ページ：みはら市民大学の紹介

１２月 ３日（木）
１２月 ４日（金）

・Top ページ：授業風景紹介（英会話，料理②，院絵手紙）
・Top ページ：ふれあい新聞１００号

１２月 ９日（水）
１２月１０日（木）

・Top ページ：三原の周辺智頭及び市民大学周辺の地図
・Top ページ：授業風景紹介（短歌，実用書道入門，院ハーモニカ）

１２月１６日（水）

・Top ページ：ギャラリー展の様子 （水彩画コース）

１２月１７日（金）
１２月２２日（木）

・Top ページ：授業風景紹介（俳句、書道かな，院草木染）
・Top ページ：１月講座案内

１２月２５日（金）
令和３年

・Top ページ：授業風景紹介（絵手紙，書道漢字，院ハーモニカ）

１月 ６日（水）
１月 ７日（木）
１月 ９日（土）
１月１３日（水）
１月１５日（金）
１月２０日（水）
１月２２日（金）
１月２６日（火）
１月２７日（水）

・Top ページ：授業風景紹介（写真，水彩画，院パソコン A）
・Top ページ：ギャラリー展案内（書道漢字入門・書道漢字コース）
・Top ページ：ギャラリー展の様子，みはら市民大学概要の訂正
・Top ページ：授業風景紹介（院パソコン B，日本画，院パソコン C）
・Top ページ：令和３年度みはら市民大学募集要項
・Top ページ：授業風景紹介（院パソコン D，三原の歴史，運営委員会）
・Top ページ：２・３月講座案内
・Top ページ：２・３月講座案内，ギャラリー展案内の一部訂正
・Top ページ：授業風景紹介（草花栽培，コーラス，院パソコン E）

２月 ２日（火）
２月 ３日（水）
２月 ５日（金）
２月１０日（水）
２月１２日（金）
２月１７日（水）
２月１９日（金）
２月２４日（水）
２月２６日（金）
３月 ２日（火）
３月 ３日（水）
３月 ４日（木）
３月 ９日（火）
３月１０日（水）
３月１８日（木）
３月２５日（木）

・Top ページ：ギャラリー展の案内（写真コース）
・Top ページ：授業風景紹介（歌謡，スマホ入門前期，院パソコン F）
・Top ページ：ギャラリー展の様子（書道漢字入門・書道漢字コース）
・Top ページ：授業風景紹介（大正琴，スマホ入門後期，代表委員会）
・Top ページ：ギャラリー展の様子（写真コース）
・Top ページ：授業風景紹介（複音ハーモニカ，院パソコン H，民謡①）
・Top ページ：ギャラリー展の訂正（書道漢字入門・書道漢字コース）
・Top ページ：授業風景紹介（民謡②，院パソコン I，ギャラリー展）
・Top ページ：ふれあい新聞１０１号発行
・Top ページ：ふれあい新聞バックナンバーのリンク設定
・Top ページ：ギャラリー展風景紹介（陶芸，日本画，水彩画）
・Top ページ：４月講座案内
・Top ページ：ギャラリー展風紹介（水彩画、書道漢字，写真）
・Top ページ：願書受付のお知らせ
・Top ページ：大学風景紹介（入学願書受付）
・Top ページ：大学風景紹介（市民大学，校内掲示）４月講座案内

３月３１日（水）
４月 ６日（火）
４月１６日（金）
４月２１日（水）
４月２８日（水）

・Top ページ：大学風景紹介（校舎）みはら市民大学日程一覧表
・Top ページ：大学風景紹介（校舎）令和３年度大学紹介
・Top ページ：大学風景紹介（教室，オリエンテーション）
・Top ページ：大学風景紹介（オリエンテーション）
・Top ページ：大学風景紹介（オリエンテーション）５月講座案内

５月 ６日（火）
５月 ８日（土）
５月１２日（水）
５月１８日（火）
５月２８日（金）
５月２９日（土）

・Top ページ：休講案内（コロナ感染拡大防止のため６日～８日）
・Top ページ：休講案内（コロナ感染拡大防止のため９日～６月１日）
・Top ページ：令和３年度 学校要覧
・Top ページ：授業風景紹介（サンシープラザ，校舎，パッチワーク）
・Top ページ：６月講座案内
・Top ページ：休講延期案内（コロナ感染拡大防止のため６月２０日）

６月 １日（火）
６月 ４日（金）
６月 ８日（火）

・Top ページ：延期案内 ２ （コロナ感染拡大防止のため６月２０日）
・Top ページ：ホームページリニューアル
・Top ページ：ホームページリニューアル一部修正

６月１５日（火）

・Top ページ：７月講座案内

６月２２日（火）
７月 ２日（火）
７月１６日（火）
７月２１日（水）
７月２８日（水）
７月３０日（金）
７月３１日（土）
８月 ３日（火）
８月 ５日（木）
８月１１日（水）
８月１９日（木）
８月２４日（火）
８月２６日（木）
９月 １日（水）
９月 ３日（金）
９月 ９日（木）
９月１１日（土）

・Top ページ：開講案内 授業風景紹介（編物，生花，陶芸）
・Top ページ：授業風景紹介（レザークラフト，囲碁入門，３B 体操）
・Top ページ：８月講座案内
・Top ページ：授業風景紹介（脳力トレーニング①，囲碁 A，太極拳）
・Top ページ：授業風景紹介（脳力トレーニング②，囲碁 B、ヨガ入門①）
・Top ページ：更新履歴（７月）
，ギャラリー展（水彩画・絵手紙中止）
・Top ページ：休講案内（８月３日～９月１２日）
新型コロナ感染拡大防止のための「早期集中対策」
）
・Top ページ：ギャラリー展の期日変更及び中止のお知らせ
・Top ページ：授業風景紹介（健康吹矢入門，舞踊，ヨガ入門②）
講座会場図訂正
・Top ページ：授業風景紹介（健康吹矢，健康体操，フラダンス）
・Top ページ：授業風景紹介（料理②，英会話，
（院）パソコン A）
・Top ページ：９月講座案内 お知らせの訂正
・Top ページ：授業風景紹介（短歌，実用書道入門，
（院）パソコン B）
「緊急事態宣言」の発出 ～９月１２日まで）
・Top ページ： ご案内 ８月更新履歴

９月１４日（火）

・Top ページ：授業風景紹介（俳句，実用書道，
（院）パソコン C）
・Top ページ：授業風景紹介（写真入門，書道かな，
（院）パソコン D）
・Top ページ：お知らせ（休講延期） ９月講座案内の変更
新型コロナ感染拡大防止のための「緊急事態宣言」の延期～９月１２日）
・Top ページ： １０月講座案内

９月１６日（木）
９月２４日（金）

・Top ページ：授業風景紹介（写真，書道漢字入門，
（院）パソコン E）
・Top ページ：授業風景紹介（日本画，書道漢字，
（院）パソコン F）

９月２９日（水）

・Top ページ：授業風景紹介（日本画）
・アクセス訂正 ９月更新履歴

１０月 １日（金）

１０月 ６日（水）

・Top ページ：授業風景紹介（草花栽培，民謡①，
（院）パソコン G）
ふれあい新聞１０２号発行
大学再開（新型コロナ感染拡大防止のための「緊急事態宣言」の解除）
・Top ページ：ギャラリー展案内（日本画）
，１０月更新履歴

１０月 ７日（木）
１０月 ８日（木）
１０月１４日（木）

・Top ページ：更新履歴，ギャラリー展案内 訂正
・Top ページ：授業風景紹介（代表委員会，大学祭説明会，院パソコン H）
・Top ページ：委員会風景紹介（代表委員会，大学祭説明会リージョン）

１０月１９日（火）
１０月２２日（金）
１０月２６日（火）
１０月２９日（金）
１１月 ４日（木）
１１月 ９日（火）
１１月１１日（木）

・Top ページ：
「学びのテンカン」案内
あゆみ・代表委員会案内
・Top ページ：授業風景紹介（スマホ入門，民謡②，パソコン初級）
・Top ページ：教養講座案内 ギャラリー展の様子（日本画） 大学紹介
・Top ページ：授業風景紹介（料理①，スマホ前期，院パソコン I）
・Top ページ：授業風景紹介（絵手紙，コーラス，パソコン中級）
・Top ページ：ギャラリー展案内（陶芸, 水彩画）
・Top ページ：授業風景紹介（歌謡①，パソコン上級，院 草木染）

１１月１７日（水）
１１月１９日（金）

・Top ページ： １２月講座案内
・Top ページ：委員会風景紹介（あゆみ編集委員会，代表委員会）

１１月２５日（木）

・Top ページ：大学祭説明会風景紹介（中央公民館，リージョンプラザ）

１２月 ２日（木+） ・Top ページ：ギャラリー展紹介（陶芸, 院陶芸コース）１１月更新履歴
１２月 ９日（木） ・Top ページ：ギャラリー展紹介（水彩画コース）
陶芸，(院)陶芸ギャラリー展の様子
１２月１４日（火） ・Top ページ：教養講座の様子 １月講座案内
１２月１６日（木） ・Top ページ：授業風景紹介（大正琴，本郷パソコン，院ハーモニカ）
１２月２１日（火） ・Top ページ：大学紹介
１２月２４日（木） ・Top ページ：授業風景紹介（大ギター入門，本郷料理，大和パソコン）
令和４年
１月 ７日（金） ・Top ページ：授業風景紹介（スマホ入門・スマホ後期，複音ハーモニカ）
１月 ８日（土） ・Top ページ：休講案内（コロナ感染拡大防止のため１月１１日～３１日）
１月１４日（金） ・Top ページ：教養講座の様子（１１月２９日）
１月１８日（火） ・Top ページ：ギャラリー展（写真コース）中止
１月２１日（金） ・Top ページ：三原赤十字病院との交流
１月２６日（水） ・Top ページ：休講延期（コロナ感染拡大防止のため２月２０日まで）
２・３月講座案内
２月 １日（火） ・Top ページ：ギャラリー展（パッチワークコース）中止
代表委員会・修了式の中止
２月 ３日（木） ・Top ページ：交流様子（校内掲示） 令和４年度募集要項
２月 ８日（火） ・Top ページ：令和４年度みはら市民大学日程一覧，行事計画
２月１８日（金） ・Top ページ：休講延期（コロナ感染拡大防止のため２月２日から）
２月２４日（木） ・Top ページ：交流の様子（校内掲示）令和４年度受講決定通知と手続き
３月 １日（火） ・Top ページ：交流の様子（校内掲示）令和４年度受講手続きのお知らせ
３月 ８日（火） ・Top ページ：交流の様子（校内掲示）講座再開のお知らせ
３月１４日（月） ・Top ページ：交流の様子（校内掲示）お知らせ（講座受付開始）
３月１８日（金） ・Top ページ：交流の様子（手続き）お知らせ（講座受付終了）
３月２３日（水） ・Top ページ：交流の様子（校内掲示）お知らせ（キャンセル講座の受付）
３月２９日（火） ・Top ページ：交流の様子（手続き） ４月講座案内 アクセス
４月 １日（金） ・Top ページ：交流の様子（校舎） アクセス
４月 ５日（火） ・Top ページ：交流の様子（校舎・看板） 講座案内 日程一覧
４月１５日（金） ・Top ページ：講座開始（オリエンテーション）５月講座案内 学長挨拶
４月１９日（火） ・Top ページ：講座開始（生花）代表委委員会案内 開設要項
４月２１日（木） ・Top ページ：講座開始（オリ②） 大学紹介 ギャラリー展の予定
４月２６日（火） ・Top ページ：講座開始（オリ③） 大学概要 職員・講師紹介
５月 ６日（金） ・Top ページ：授業風景（生花・囲碁 B・健康体操） 教養講座案内
５月１３日（金） ・Top ページ：学校要覧（行事・開設日，沿革史・校歌，講座会場 他）
５月１７日（水） ・Top ページ：授業風景（料理①・実用書道入門・ギター入門）学校要覧
５月１８日（木） ・Top ページ：第１回代表委委員会の様子 令和４年度授業風景（９講座）
５月２５日（水） ・Top ページ：第１回教養講座の様子
令和４年度授業風景（７講座）
５月２７日（金） ・Top ページ：第１回教養講座の報告
令和４年度授業風景（７講座）
６月 １日（水） ・Top ページ：授業風景（編物・囲碁入門・３B 体操） 大学紹介（夏）
６月 ３日（金） ・Top ページ：令和４年度授業風景（７講座）
６月 ７日（火） ・Top ページ：授業風景（陶芸・脳トレ①・太極拳）授業風景（１０講座）
６月１０日（金） ・Top ページ：第２回教養講座案内（認知症について）

６月１４日（火）
６月１７日（金）
６月２１日（火）
６月２２日（水）

・Top ページ：授業風景(ヨガ入門①・書道漢字・健康吹矢）７月講座案内
・Top ページ：令和４年度授業風景（10 講座）ギャラリー展案内（書道）
・Top ページ：授業風景（英会話・舞踊・絵手紙）学校要覧（訂正）
・Top ページ：令和４年度授業風景（７講座）第２回教養講座案内（差替）

６月２４日（金）
６月２９日（水）
７月 １日（金）
７月 ５日（火）

・Top ページ：令和４年度授業風景（５講座）ギャラリー展案内（写真）
・Top ページ：授業風景（レザークラフト・健康吹矢入門・実用書道）
・Top ページ：令和４年度授業風景（５講座） ６月更新歴
・Top ページ：授業風景（囲碁 A・料理②・短歌）

７月 ８日（金）
７月１３日（金）

・Top ページ：
（実用書道入門・実用書道・書道かな）
・Top ページ：教養講座風景 体験講座案内 第３回教養講座案内

７月１５日（金）
７月１９日（火）

・Top ページ：ギャラリー展様子（実用書道入門・実用書道・書道かな）
・Top ページ：ギャラリー展風景（写真入門・写真・
（院）写真）

７月２１日（木）
７月２３日（土）
７月２７日（水）
７月２９日（金）

・Top ページ：交流の様子（三原赤十字病院展示…写真，大学・院絵手紙）
・Top ページ：ギャラリー展様子（写真入門・写真・
（院）写真）
・Top ページ：授業風景（脳トレ②・ヨガ入門②・フラダンス）８月案内
・Top ページ：ギャラリー展案内（水彩画，絵手紙（院）絵手紙）

