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■ 申込み期間

４月２日（火）～９日（火）午前９時～午後９時
（４月７日（日）８日（月）は申込みできません。
）
■ 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、材料費等の負担もありますので、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

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

２０１９年度 大洲地区交流センター
１

１

ピラティスで体幹を鍛えよう

シニア向けの脳と身体の軽い体操です。仲間と一緒に体も
心も活性化しましょう。
◇開 講 日〈第２木曜日〉（全８回）
５月 ９日 ６月１３日 ７月１１日 ８月 ８日
９月１２日 10 月 10 日 11 月 14 日 12 月 12 日
◇開講時間 午前１０：００～１１：３０
◇講
師 森川 恭子
◇募集人数 ２０名
◇持 ち 物 飲料水・筆記用具

５
伝統的な台湾の家庭料理を作ります。
〈中華ちまき、水煎包（焼き肉まん）、官財板（シチュー入り揚げパン）ほか〉
◇開 講 日〈第１日曜日〉（全８回）
５月１２日 ６月 ２日 ７月 ７日 ８月 ４日
９月 １日 １０月６日 １０月２７日 １２月１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 ７，２００円
◇持 ち 物 持ち帰り容器 ふきん２枚
エプロン 筆記用具

９
脳トレ・ストレッチ・参加者同士の触れ合いを取り入れ、
トランポリンを楽しみながら身体の体幹を整えます。
◇開 講 日〈第２、４水曜日〉（全８回）
５月 ８日 ５月２２日 ６月１２日 ６月２６日
７月１０日 ７月２４日 ８月 ７日 ８月２８日
◇開講時間 午前９：３０～１１：３０
◇講
師 村松 敏雄
◇募集人数 ２０名
◇教材費等 １，
６００円（トランポリンレンタル代）
◇持 ち 物 タオル・飲み物・運動靴・筆記用具
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ワード、エクセル、パワーポイント、年賀状ソフト、写
真加工、インターネットから選びます。個人指導のため
自分のペースで学習できます。初心者も安心です。
◇開 講 日〈第１・３土曜日〉（全８回）
５月１１日 ５月１８日 ６月 １日 ６月１５日
７月 ６日 ７月２０日 ８月 ３日 ８月１７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（テキスト代）
◇持 ち 物 筆記用具・ノートパソコン

２
鉛筆写実画を学びながら、バラの花を描きます。
◇開 講 日〈第２火曜日〉（全８回）
５月１４日 ６月１１日 ７月 ９日 ８月２０日
９月１０日 １０月８日 １１月１２日 １２月１０日
◇開講時間 午前 ９：３０～１１：３０
◇講
師 水澤 潤
◇募集人数 １８名
◇教材費 1，4００円
◇持 ち 物 三菱鉛筆ユニ７種１２本（HB ７H 各
１本、４B 2B F ２H ４H 各２本）
服装はエプロンか作業服

６
手ごね、ほうじ茶、わかめなどのパンや、スコーン、ぶ
どうのケーキなどのお菓子を作ります。
◇開 講 日〈第２土曜日〉（全８回）
５月１１日 ６月 ８日 ７月１３日 ９月１４日
１０月１２日 １１月１６日 １２月１４日 １月１１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 ６，４００円
◇持 ち 物 筆記用具 エプロン
ふきん２枚 持ち帰り容器

10
マッサージボールとタオルを使って、リセットコンディ
ショニングを行います。
◇開 講 日〈第４火曜日〉（全８回）
５月２８日 ６月２５日 ７月２３日 ８月２７日
９月２４日 １０月 ８日 １１月２６日 １２月２４日
◇開講時間 午前 １０：0０～１１：３０
◇講
師 星景 友綺
◇募集人数 ２０名
◇教材費等 ２００円
◇持 ち 物 ヨガマットもしくはバスタ
オル、フェイスタオル（長方形のもの）
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初めての人でも大丈夫。基本を覚え、サロン、パーティ
向けのマジックを学びます。
楽しい着付け教室
◇開 講 日〈第４土曜日〉（全８回）
５月２５日 ６月２２日 ７月２７日 ８月２４日
９月２８日 １０月２６日 １１月１６日 １２月２１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

生涯学習講座一覧

４

３
実用的なものからプレゼントに使えるものまで、
ひとあじ違った折り紙を楽しみます。
◇開 講 日〈第３水曜日〉（全８回）
５月１５日 ６月１９日 ７月１７日 ８月２１日
９月１８日 １０月１６日 １１月２０日 １２月１８日
◇開講時間 午前１０：００～１１：３０
◇講
師 青島 玲子
◇募集人数 １５名
◇教材費等 ８００円
◇持 ち 物 筆記用具（ボールペン）・１５㎝角の
折り紙・木工用ボンド・はさみ・定規

７

マジックを楽しもう～貴方もマジシャンになれる！～

Aloha～！健康・美・リフレッシュ・etc…。始めるきっ
かけは様々ですが、人生を豊かにしてくれるフラ。どな
たでも楽しく踊れるようになります。
◇開 講 日〈第２土曜日〉（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 ２日 １２月１４日
◇開講時間 午前 ９：３０～１１：００
◇講
師 牧 元美
◇募集人数 ２０名
◇教材費等 ５００円（CD,テキスト代等）
◇持 ち 物 筆記用具・飲料水 動きやすい服装

11

お菓子とパン作り

六条御息所、明石君等の人生の軌跡を辿り、愛や罪、
宿世など源氏物語の本質、主題を探ります。
◇開 講 日〈第２金曜日〉（全８回）
5 月１０日 ６月１４日 7 月１２日 ８月 ９日
９月 13 日 10 月 11 日 11 月 15 日 12 月 13 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 ４００円（コピー代）
◇持 ち 物 筆記用具

８
体幹を強化し、身体の歪を直して姿勢を整えます。身体の
不調解消・ケガの予防・ダイエット効果が期待できます。
◇開 講 日〈第４土曜日〉（全８回）
５月２５日 ６月２２日 ７月２７日 ８月２４日
９月２８日 １０月２６日 １１月３０日 １月２５日
◇開講時間 午前 １０：００～１１：３０
◇講
師 堺 佐枝子
◇募集人数 ２０名
◇持 ち 物 ヨガマットまたは
バスタオル

12

心落ち着かせて墨を摩り、筆で文字を書く、そんな
着物姿は貴方の美しさを引き出します。和風の心、
今から始めませんか？各自手元にある小物を活用
日本の文化に触れてみませんか。
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２水曜日〉（全８回）
◇開 講 日〈第３土曜日〉（全８回）
５月 ８日 ６月１２日 ７月１０日 ８月２８日
５月１８日 ６月１５日 ７月２０日 ８月１７日
９月１１日 １０月 ９日 １１月１３日 １２月１１日
９月２１日 １０月１９日 １１月１６日 １２月２１日
◇開講時間 午前 ９：３０～１１：３０
◇開講時間
午後 １３：３０～１５：３０
◇講
師 大石 ひろみ
◇講
師
堀田 いつ子
◇募集人数 ２０名
家庭料理を
作ってみよう
◇募集人数
２０名
◇持 ち 物 手本代８００円・硯・下敷・墨（あれ台 湾 の
ば固形墨）・筆（８００円でおわけし
◇持 ち 物 着物・帯一式
ます）・半紙（７０円でおわけします）
＊「一式」とは、着物・帯結びに必要な小物です

15
演歌を唄って健康に！ みんなと仲間作りをしま
しょう。
◇開 講 日〈第１水曜日〉（全８回）
５月 ８日 ６月 ５日 ７月 ３日 ８月 ７日
９月 ４日 １０月２日 １１月６日 １２月４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 １００円（ノート代、持っていない人）
◇持 ち 物 筆記用具（ボールペン 黒・赤）
・フェイスタオル

２０１９年度大洲地区交流センター特別講座

◆講座日時
◆会
場
◆対
象
◆定
員
◆講
師
◆持 ち 物

◆日程＆内容

◆申し込み

◆そ の 他

第１木曜日
９：３０～１１：００
集会室
１歳半以上～就園前の幼児とその保護者
２０組
◆受 講 料
無料
八木 佐代子
石井 好野
材料費 ７００円（８回分）
筆記用具
＜毎回の持ち物＞水筒・お手ふき・はさみ・クレヨンやマーカー
動きやすい服装
講座日
６月 ６日
７月 ４日
８月 １日
９月 ５日

内容（予定）
講座日
開講式、新聞紙であそぼう １０月 ３日
七夕をかざろう
１０月３１日
１２月 ５日
小麦粉粘土であそぼう
１月 ９日
お月見だんごを作ろう

内容（予定）
ミニ運動会
マラカス作り
タオルであそぼう
お正月あそび、閉講式

４月２日（火）～９日（火）午前９時～午後９時（４月７日（日）、８日（月）は、申込
みできません）
。 持ち物 ６２円の官製はがき（表面に申込者の〒・住所・氏名を記入）
※電話・郵送での申し込みはできません。
初めての方優先。応募者が定員を超えた場合は抽選になります。応募者が少ない場合は
開講しない場合があります。市ホームページから電子申請の申し込みもできます。

大洲中学校 PTA の皆さんが、このほど交流セン
ター内を隅々まで丁寧に掃除してくださいました。
５０人ほどが参加し、２時間ほどで見違えるほど綺
麗になりました。PTA の皆さんありがとうござい
ました。

２/１６（土）
・２/27（土）の２日間、交流セン
ター主催の特別講座が開催されました。
和気あいあいの中、色彩豊かなクラフトテープを
使ったオリジナルのマイバッグができあがりまし
た。応募者多数で追加開催するほどの人気でした。

エントランス周りを清掃する PTA の皆さん

クラフトバッグ作りに励む参加者

★日

時 ４月２４日（水）
午前９時３０分～１１時３０分
★場 所 大洲地区交流センター２階和室
★内 容 自由遊び、親子体操
★対 象 ０歳児～３歳児の未就園児と保護者
★参加費 無料 予約は必要ありません。
★詳しくは、子育てサロン 古井まで
６３５－１８３０

・６月分使用許可申請は、４月３
日（水）午前８時４５分からで
す。（除く営業使用）
・３月２１日（祝）
、２５日（月）
・４月 １日（月）
、８日（月）、
１５日（月）

