
サンレディー大田主催講座 
平成 27年度前期受講者募集        

主 催  サンレディー大田(大田市働く女性の家) 

参加料  無料と有料があります(但し､材料費等は受講者負担) 

会 場  サンレディー大田(講座によっては、館外)  

募 集   平成 27年 5月 7日(木)午前 9時～5月 25日(月) 

（火曜日休館日/定員になり次第締め切らせていただきます） 

申込先  サンレディー大田  電話 0854-82-6700 
  
＝こころゆたかに＝ 

・受講申込み時にいただいた個人情報は、本講座実施に必要な事務のために使用いたします。法令等により例外と認められた場合を除いて、他の目的に使用することはありません。 

・講座開催日時等については、都合により変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 

講  座  名 講  師  日  時 必要経費 対象  定員 回数 備    考 

仲野先生の 
石見銀山講座 

(気軽に質問/話し合おう) 

石見銀山資料館 館長 

仲野義文 先生 

6月～翌年 3月 
 （第 1木） 

19:30～21:00 

参加費 1,000円 

資料代 300円 

(全回分) 

一般 
 

39人 
 

 
10 
 

石見銀山について学びましょう。気
軽に質問や話し合いもできます。歴
史を知る為に、仲野先生と行くバス
ツアーも計画しています。 

大田の語り部  
波多野弘秋先生の 
今、あなたに、伝えたい 
大田の話、焼き物の話 

俳人/茶人 

波多野弘秋 先生 

6月～10月 
（第 1月） 

13:30～15:00 
参加費 1,000円 一般 20人 5 

大田の昔の話は、はるかにとおい記
憶として頭の片隅にあるでしょう
か。今だからこそ波多野先生の話を
しっかり聞きとめておきませんか。 

さつま芋の苗植付け
から収穫までの体験 

(株)おいこ娘農園 
代表取締役 

小川和實 先生 

6/4 8/6 10/1 

  （第 1木） 
9:00～12:00 

参加費  500円 

苗代   500円 

保険料  300円 

(全回分) 

一般 20人 3 

大自然の中でさつま芋の苗植付け、
除草、収穫を体験し、地産地消につ
いて考えましょう。なお、現地集合
出来る方を対象といたします。 

やさしい  

トレーニング 

健康運動実践指導者 

近藤隆久 先生 

6月～10月 
（第1･2･3金） 
13:30～15:00 

参加費 2,000円 一般 30人 15 

ついつい家の中にこもりがちなあな
た、仕事はしていてもあまり身体を
動かさないなあと感じているあな
た、適度なトレーニングはいかが？ 

美しく 
ゆかたを着る 

着物講師 

松下繁美 先生 

6/8 6/22 
(第 2･4月) 

19:30～21:30 
参加費  500円 女性 10人 2 

ゆかたを持っているのに、最近あま
り着ていないなあと感じている人、
今年の夏はゆかたを美しく着て、ち
ょっぴり鼻高になりませんか。 

おばあちゃんの知恵袋 

魚を上手に 
使いましょう 

料理研究家 
山根揚子 先生 

6/26 7/24 
（第 4金） 

10:00～13:30 

 

材料代 1,500円 

(全回分) 

一般 25人 2 

魚料理は煮たり、焼いたり、揚げた
り、蒸したり…いろいろありますが、
手間ひまかけたおばあちゃんの知恵
料理で、魚を上手に使いましょう。 

男性のための 

楽しいクッキング 

サンレディー大田 

職員 

6月～翌年 3月 
 （第 2木） 
10:00～13:00 

 

材料代 5,000円 

     (全回分) 

男性 10人 10 

料理の仕方が分からなくて困ってい
る方、将来困るのではないかと心配
している方、身近な食材を使ったや
さしい料理です。気軽にご参加を。 

あなたが 

そば打ち 名人に 

共催 

三瓶在来そばの会 

6月～翌年 3月 
 （第 2水） 

13:30～16:00 

 

材料代 1,500円 

(1回分) 
一般 12人 10 

そば打ちの基本的な技術と、そばに
関わる知識を学びましょう。会場は、
サンレディー大田、そば栽培圃場、
そば店といろいろ変わります。毎回、 
そば打ちとそば料理がありますよ。 

＝子育て支援＝ 

小学生のための茶道 

（裏千家） 

裏千家宗友会 
木田宗節 先生 
土江宗正 先生 
山根宗美 先生 

  安井宗峰 先生 

6月～翌年 3月 
  （第 2土） 
13:30～15:00 

抹茶･菓子代 

     3,000円 

(全回分) 

小学生 10人 10 

日本文化伝承のために、子供の頃か
らお茶に親しみ、その作法を身に付
けておきませんか。道具等の準備の
必要はありません。気軽にご参加下
さい。 

小学生のための 

いけばな（池坊） 

池坊石東支部 

引立教授 

竹本藤子 先生 

6月～翌年 3月 
 （第 2土） 
9:30～11:00 

テキスト代648円 

材料代 500円 

(1回分) 

小学生 10人 10 

日本文化伝承のために、子供の頃か
らお花にふれてみませんか。お家に
「いけばな」があると気持ちがいい
ですね。 

音楽で遊ぼう(1歳～) 

ピアノレスナー 

日本音楽療法学会正会員 

竹下千歳 先生 

6月～翌年 3月 
  （第 1月） 
10:00～11:00 

 

材料代 1.000円 

    (全回分) 

親子 20組 10 

親子で歌ったり、リズムに合わせて
身体を動かしたり…、音楽をとおし
て親子で遊びましょう。親子のふれ
あいを大切にしてください。 

親子のふれあい 
ベビーマッサージ 

（2カ月～1歳未満） 

ベビーマッサージ 

セラピスト 

松井江津子先生 

6月～10月 
（第 2･4水） 
10:00～11:30 

無  料 親子 20組 8 

子供に何か良いことをしてあげたい
方、育児の気分転換をしたい方、親
子のふれあいをとおし「こころ」の
あり方を再認識しましょう。 

マタニティーヨガ 
（妊娠 5カ月～9カ月まで） 

チェン ホー ヨガ 

認定インストラクター 

松井江津子先生 

6月～12月 
（第 2月） 

10:00～11:30 
無  料 妊婦 10人 7 

お産の機能を高め、リラックスした
状態で妊娠期間を過ごすためにマタ
ニティーヨガをしてみませんか？深
く長い呼吸法も体感できます。 

＝どなたも いつでも 気のむくまま＝  

トークサロン 
（よろず話・・・ 

気軽にどうぞ） 

あなたが主役 

4月～翌年 3月 
 （第 1水曜）
13:30～15:30 

無  料 一般 10人 12 

毎月 1回サロンを開いています。 
お申込みの必要はありません。 
どなたも、参加は自由です。 
気軽においでください。 


