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発行／平成３０年３月２０日
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藤枝市大洲３丁目１７－１２
☎636-0059
634-1791

■ 申込み期間

４月３日（火）～1０日（火）午前９時～午後９時
（４月９日（月）は休館日になります。
）
■ 申込み会場 大洲地区交流センター １階 学習室Ａ
■ 持 ち 物 ６２円の官製はがき（１講座に付き一枚必要です。
）
◆対象者は、市内に住んでいるか、通勤・通学している人
◆大洲地区交流センターに備え付けの申込用紙に必要事項を記入し、官製ハガキ（６２円）の表面に、申込者の〒・住所・
氏名・講座名を記入したものを添えて直接窓口に、お申込み下さい。
※電話・郵送での申し込みはできません。※官製ハガキは１講座ごとに１枚必要です。
◆受講料（８回分 3200 円）が必要です。その他教材費、材料費等も負担していただきますので、開講日に納めて下さい。
◆初めての方を優先します。また、応募者が定員を超えた場合は抽選になります。
応募者が定員の半数未満の講座は、開講しないことがあります。結果はお預かりした、はがきで通知します。
◆開講日が休館日や地区交流センターの行事と重なる場合は、変更することがあります。
◆受講生には「大洲ふれあいまつり」等に参加していただくこともあります。
◆市ホームページから電子申請での申し込みもできます。
（電子申請ではハガキによる結果通知はいたしません。電子メールを送付しますので申請ページにログインして結果を参照して下さい。）

※ 申込用紙に記入された氏名、連絡先電話番号等を講座受講時の配布資料等で相互に共有し、講座の際撮影した映像を交流センター
で広報に利用することがありますのでご了承下さい。

詳しくは大洲地区交流センターへお問い合わせ下さい。ＴＥＬ：０５４－６３６－００５９

平成３０年度 大洲地区交流センター
トランポウォークで健康づくり ＮＥＷ
ピラティスで体幹を鍛えよう

１

～みなさんと楽しく健康寿命の延伸を図りましょう！！～
◇開 講 日〈第１・３水曜日〉（全８回）
５月１６日 ６月 ６日 ６月２０日 ７月 ４日
７月１８日 ８月 １日 ８月２２日 ９月 ５日
◇開講時間 午前９：３０～１１：３０
◇講
師 村松 敏雄
◇募集人数 ２０名
◇教 材 費 ８００円(１00 円×8 回)
◇持 ち 物 タオル・飲料水・筆記用具・運動靴

５

パソコン実用講座

ＮＥＷ

パソコンを使って日記や家計簿をつけたり、のし袋に印刷したりと日頃の生活に役
立つパソコンの使い方を学びます。パソコンに慣れている方が対象となります。
◇開 講 日〈第１・３土曜日〉（全８回）
５月１２日 ５月１９日 ６月 ２日 ６月１６日
７月 ７日 ７月２１日 ８月 ４日 ８月１８日
◇開講時間 午前 ９：３０～１１：３０
◇講
師 杉山 貞雄
◇募集人数 １０名
◇教材費等 １，０００円
◇持 ち 物 筆記用具・ノートパソコン（パソコン
のない方はこちらで用意します。）

９

フラダンスを楽しもう
ハワイの風を感じながら踊ってみませんか！

◇開 講 日〈第２土曜日〉（全８回）
５月１２日 ６月 ９日 ７月１４日 ８月１８日
９月 ８日 １０月１３日 １１月１７日 １２月８日
◇開講時間 午前９：３０～１１：３０
◇講
師 牧 元美
◇募集人数 ２０名
◇教材費等 ５００円
◇持 ち 物 筆記用具・飲料水

１３

２

バレエストレッチとリンパケア ＮＥＷ

バレエの要素を取り入れたストレッチと、リンパケアを
します。ダイエット、デトックス効果に期待できます。
◇開 講 日〈第４火曜日〉（全８回）
５月２２日 ６月２６日 ７月２４日 ８月２８日
９月２５日 １０月２３日 １１月２７日 １２月２５日
◇開講時間 午前１０：００～１１：３０
◇講
師 星景 友城
◇募集人数 ２０名
◇持 ち 物 ヨガマット又はバスタオル
・フェイスタオル

６

ピラティスで体幹を鍛えよう

普段の生活では、なかなか使わない体の奥に眠る筋肉
（インナーマッスル）を意識して強化する運動です。
◇開 講 日〈第４土曜日〉（全８回）
５月２６日 ６月２３日 ７月２８日 ８月２５日
９月２２日 １０月２７日 １１月２４日 １２月２２日
◇開講時間
◇講
師
◇募集人数
◇持 ち 物

１０

午前１０：００～１１：３０
堺 佐枝子
２０名
ヨガマット又はバスタオル

楽しい着付け教室

着物姿は貴方の美しさを引き出します。和風の心、
教室
今から始めませんか？各自手元にある小物を活用
し、１人で着物姿になれるまでを楽しく学びます。
◇開 講 日〈第３土曜日〉（全８回）
５月１９日 ６月１６日 ７月２１日 ８月１８日
９月１５日 １０月２０日 １１月１７日 １２月１５日
◇開講時間 午後１：３０～３：３０
◇講
師 堀田 いつ子
◇募集人数 ２０名
◇教材費等 ３５０円
◇持 ち 物 着物・帯一式

古典の世界

【平家物語の女人たち】
平家物語に登場するさまざまな女性について、学びます。
◇開 講 日〈第２金曜日〉（全８回）
５月１１日 ６月 ８日 ７月１３日 ８月１０日
９月１４日 １０月１２日 １１月１６日 １２月１４日
◇開講時間 午後１：３０～３：３０
◇講
師 沢田 正子
◇募集人数 ２０名
◇教材費等 ４００円
◇持 ち 物 筆記用具

楽しい着付け教室

生涯学習講座一覧
３

台湾の家庭料理を作ってみよう

ＮＥＷ

伝統的な台湾の家庭料理を作ります。
〈中華ちまき、酸辣湯（サンラータン）、蛋餅（タンビン）台湾風クレープなど〉
◇開 講 日〈第１日曜日〉（全８回）
５月１３日 ６月 ３日 ７月 １日 ８月 ５日
９月 ２日 １０月 ７日 １１月 ４日 １２月 ２日
◇開講時間 午前１０：００～１２：００
◇講
師 安藤 悠子
◇募集人数 １６名
◇教材費等 ６，４００円（８００円×８回）
◇持 ち 物 ふきん２枚・エプロン・筆記用具・持
ち帰り用容器

７

マジックを楽しもう～貴方もマジシャンになれる！～

４

筋力アップ 笑って健康

ＮＥＷ

笑いヨガとゲームを通して、楽しく健康寿命を延ばしま
しょう。免疫力、筋力アップも目指します！
◇開 講 日〈第２、４水曜日〉（全１６回）
5 月９･２３日 ６月 13･27 日 7 月１1･25 日 ８月８･２９日
９月 12･26 日 １０月 10･24 日 11 月１4･28 日 12 月５･１２日
◇開講時間 午前１０：００～１１：００
◇講
師 秋本 峰子
◇募集人数 ２０名
◇教 材 費 ３００円
◇持 ち 物 日本手ぬぐい・ヨガマット又はバスタオル・
運動靴・筆記用具・飲料水

８

心に響く演歌を唄おう

日用品を使ったマジックや、パーティ向けのマジックな
どを学びます。

お腹から声を出して健康作りをしながら、今流行の
カラオケを歌おう！

◇開 講 日〈第４土曜日〉（全８回）
５月２６日 ６月２３日 ７月２８日 ８月２５日
９月２２日 １０月２７日 １１月２４日 １２月１５日
◇開講時間 午後 2：００～4：００
◇講
師 ふじみ 太郎
◇募集人数 １５名
◇教材費等 ６，４００円（平均８００円×８回）
◇持 ち 物 筆記用具

◇開 講 日〈第１水曜日〉（全８回）
５月 ９日 ６月 ６日 ７月 ４日 ８月 １日
９月 ５日 １０月３日 １１月７日 １２月５日
◇開講時間 午後１：３０～3：００
◇講
師 あかね 舞子
◇募集人数 ２０名
◇教材費等 １００円 ノート代金（持っている人はなし）
◇持 ち 物 ボールペン（赤・黒）・飲料水

１１

１２

お菓子とパン作り

塩パン、ベーコンクッペなどのパンや、ジンジャーケー
キ、ヘルシークッキーなどお菓子も作ります。
◇開 講 日〈第２土曜日〉（全８回）
５月１２日 ６月 ９日 ７月１４日 ９月 ８日
１０月１３日 １１月１７日 １２月８日 １月１２日
◇開講時間 午前９：３０～１２：００
◇講
師 大畑 志げ子
◇募集人数 １６名
◇教材費等 ５，６００円（７００円×８回）
◇持 ち 物 筆記用具・エプロン・ふきん２枚・持
ち帰り用容器

小筆字入門

小筆で“ひらがな”
“漢字”の基本を学びます。
◇開 講 日〈第 2 水曜日〉（全８回）
５月 ９日 ６月１３日 ７月１１日 ８月２９日
９月１２日 １０月１０日 １１月１４日 １２月１２日
◇開講時間 午前９：３０～１１：３０
◇講
師 大石 ひろみ
◇募集人数 ２０名
◇教材費等 ８００円
◇持 ち 物 硯・下敷・墨（あれば固形）筆（８００円でおわ
けします）半紙（６０円でおわけします）

日
２月１８日（日）に大洲中学校 PTA の皆さんで
館内の清掃をしていただきました。
お忙しい中、ありがとうございました。

３月１４日（水）学校法人大洲学園大洲幼稚園
（H3０年度から幼保連携型認定こども園大洲こ
ども園）の新園舎の落成式が行われました。

時：４月２５日（水）
午前９：３０～１１：３０
場 所：大洲地区交流センター ２F 和室
参加料：予約なし 無料
対 象：０歳児～３歳児の未就園児と保護者
★４月から２階和室で開催します。
まだ着られるベビー服・こども服を集めています。
集まった洋服は希望者にお渡ししています。
出産予定の方、お孫さん用にもどうぞ。
洋服を見に来るだけでもかまいません。
詳しくは子育てサロンへ
(古井 ６３５－１８３０)

大洲スポーツクラブ発足１０周年を記念して、
スポーツフェスタ「大洲」が２月２５日（日）
に、藤枝勤労者体育館で開催されました。
この日は、ニュースポーツの紹介が行われ、皆
さん楽しく参加していました。

ワンバウンドふらばーるバレー

ファミリーバトミントン

ミニトランポウォーク

桜の花が咲き始める季節になってまいりました。
皆様方にはいつも大変お世話になっております。
さて、私事で誠に恐縮ですが任期満了の為、３月３１日をもちまして退任する
こととなりました。
思い起こせば、大洲公民館長３年間、交流センターに移行し地域活動推進主任
として１年間、計４年間交流センターの職務を勤めさせていただきました。
在任中には、施設内外の美化と設備、備品などの更新を押し進め、利用者方々
より館内が本当に綺麗になったと喜ばれ良かったと思っています。
また、大洲地区のみならず少子高齢化が進むなか、まだまだ地域事業や社会福祉
事業を推し進める事が必要と考え、地域の皆様に喜ばれる講座や、お母さんと子
供さんが一緒になって参加できる講座に重点をおき、子育てしやすい地域づくりに
貢献できればと進めてまいりました。
さらに、大洲自治会、大洲地区社協、各諸団体の方々とも一致団結した事業展開ができたことを
非常に嬉しく思っています。私の今後の生活にとって大きな糧になることと確信しております。
最後になりますが、皆様方の今後の益々のご健康とご多幸、大洲地区のさらなる発展を願い、
私の退任の挨拶と皆様への感謝の言葉に代えさせていただきます。
４年間本当にありがとうございました。
大洲地区交流センター 地域活動推進主任 松島嘉之

