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Ⅰ．公益目的事業 

 

事業概要 

  大田市の体育及び文化の振興、並びに女性の福祉を増進するため、大田総合体 

育館、大田市民公園、大田運動公園、大田市民会館およびサンレディー大田の管 

理、運営事業を実施する。 

 

 事業内容 

  ア 体育の振興を図る事業 

  （１）スポーツ教室の開催 

    大田総合体育館 

対象 教室名 実施月 

児童・生徒 

ジュニア卓球 4～12 

 器械体操 4～12 

 ジュニア柔道 4～2 

 ジュニアテニス 4～12 

 キッズあそび塾 4～2 

 パラスポ 4～12 

 ジュニア水泳 7～8 

一般男女 

 エアロビックダンス 4～2 

 ３Ｂ体操 4～2 

 ナイター初級テニス 4～12 

 楽しいバドミントン 4～12 

一般男女及び 

中高年男女 

 初級・中級卓球 4～12 

ナイトフィットネス 4～2 

姿勢改善でスマートボディ 4～2 

ノルディックウォーキング＋からだづくり 4～2 

 カラダほぐし健康体操 4～2 

 アクティブヨガ 4～2 

 ビギナーヨガ 4～12 

 気功 4～12 

シニアの為のマシントレーニング 4～2 

 弓道 4～12 

短期シニア水中運動 7～8 

大田市民公園 

朝のさわやかウォーキング 
4～3 

オフィスｄｅエクササイズ 4～3 

出前スポーツ教室 仁摩地域 
4～3 



出前スポーツ教室 温泉津地域 4～3 

ＺＵＭＢＡ 4～3 

２本のポールで 

Ｎａｐａｓエクササイズ 
4～3 

しなやかになる簡単ピラティス 4～3 

やさしいハワイアンフラ 4～3 

高齢者体力アップ教室 4～2 

女性 
 バランスボールで 

わたしメンテナンス 
4～3 

 

   

（２）児童・生徒を対象とした行事の開催 

対象 大会名 実施回数 

児童 

小中学生スポーツクリニック 1 

スペシャルオリンピック 

サッカー交歓会 
1 

児童・生徒及び一般 

 フレッシュ指導者養成事業 1 

けがをしないための 

トレーニング指導 
1 

スポーツ体験フェスティバル 1 

スポーツで婚活 1 

体力測定会 大田地域 1 

体力測定会 仁摩地域 1 

体力測定会 温泉津地域 1 

 大田市ファミリーフットサル交流会 1 

 おおだ町健康ウォーク 1 

 

  （３）体育の振興を図るための施設の貸与事業 

      公益目的での利用に対し各施設を貸与する。なお、教育目的利用等に対 

しては利用料の減免を実施する機会を設ける。また、高い公益性が認めら 

れる利用に際しては、施設利用について先行予約を行う。 

 

貸与施設 

      大田総合体育館内各施設 

      大田市民公園内各施設 

      大田運動公園 

  



イ 文化の振興を図る事業 

  （１）地域の文化の育成と継承を目的とした事業 

    大田市民会館 

事業名 概要 実施月 

和太鼓ワークショップ 

和太鼓コンサート 

和太鼓ワークショップの実

施及び、ワークショップ参加

者の発表 

4～5 

夢育美コンサート 

地元音楽家によるギターと

ピアノによるアコースティ

ックコンサート 

5 

ＪＡＺＺ ＬＩＶＥ 

ジャズをもっと身近に感じ

てもらう為、地域の音楽家の

演奏による機会の提供 

6 

谷口隆譲ライブ 

地元音楽家のギター、ピア

ノ、パーカッションによるア

コースティックコンサート 

6 

朗読を楽しむ 

伝説・民話など地域の文化資

源を生かした地域の人々に

よる朗読公演 

9 

三井住友海上文化財団 

「ときめくひととき公演」 

なぎさブラスゾリステン鑑賞教室 

中学生を対象にした無料鑑

賞教室 
10 

おおだ町 橋南 VS橋北歌合戦 

文化による元気な町づくり

として、生バンドによる歌合

戦イベント 

12 

ミュージカル曲体験教室 

夏休み中の放課後児童クラ

ブを対象にミュージカル曲

の体験の場の提供 

8 

公募型カルチャー教室 
習字、ギター、ウクレレ、朗

読、のカルチャー教室の開催 
通年 

アマチュアバンドフェスティバル 

地域の交流人口の拡大、若者

文化の継承と若者定住、若者

が集う場の提供 

3 

文化情報広報事業 

イベントや文化教室等の情

報を掲載した印刷物を発行

する 

3 

      



サンレディー大田 

  事業名 概要 実施月 

仲野先生の石見銀山講座 

前期 

石見銀山資料館館長仲野義文氏の調

査研究より、石見銀山をより深く知る 
6～10 

仲野先生の石見銀山講座 

後期 

石見銀山資料館館長仲野義文氏の調

査研究より、石見銀山をより深く知る 
11～3 

多田先生の民俗学を学ぼう 

前期 

民俗学を学び、地域のことを知り興味

を持つことでこれからの大田を考え

ていく 

6～10 

多田先生の民俗学を学ぼう 

後期 

民俗学を学び、地域のことを知り興味

を持つことでこれからの大田を考え

ていく 

11～3 

天領踊り参加 
大田市民のまつり「天領さん」に参加

し、施設利用者の交流を深める 
8 

ピアノを弾こう  
市民にホールでグランドピアノを弾

く機会を提供する 
5 

国際交流文化体験講座 
姉妹都市との交流を深め、国際交流の

意義・意識を高める 
12 

第 3回‐島根ど真ん中‐ 

大田とびっきり寄席 

アマチュア落語家による落語会 ワ

ークショップを小学生対象に行う 
12 

第 12回 

石見銀山かるた大会 

主催講座により制作されたかるたを

用い実施し、市民の世界遺産石見銀山

への知識を深める 

1 

第 10回 

私のまちの新春コンサート 

大田市出身の音楽を学ぶ若者などに

発表の機会を与えるともに、市内の音

楽文化向上の一助とする。 

1 

     

 

   

大田市民公園 

事業名 概要 

大田市民公園管理事業 

地域文化施設として定着している大田

市民公園（代官山動物園等）の維持管理

をとおして、市民に憩いの場を提供する 

 



（２）洗練された芸術等の鑑賞機会の提供を目的とした事業 

    大田市民会館 

事業名 概要 実施月 

野田あすか 

ピアノリサイタル 2022 

発達障害のあるピアニスト

のリサイタル 
8 

三井住友海上文化財団 

「ときめくひととき公演」 

なぎさブラスゾリステン 

金管五重奏と打楽器によるアンサンブル 

N 響メンバーをはじめ日本

の金管打楽器のトッププレ

イヤーが集まったコンサー

ト 

10 

しまね映画祭 2022 

島根県下の複数の公共施設

等で行われる映画祭の大田

会場としての上映会の実施 

11 

       

 

（３）公益目的での施設の貸与事業 

      公益目的での利用に対し各施設を貸与する。なお、教育目的利用、市内 

文化団体等に対しては利用料の減免を実施する機会を設ける。また、高い 

公益性が認められる利用に際しては、施設利用について先行予約を行う。 

      

     貸与施設 

      大田市民会館内各施設 

      サンレディー大田内各施設 

      大田市民公園内各施設 

 

  



ウ 女性の福祉増進および地位向上並びに文化の振興を図る事業 

（１）女性を中心とした講座の開催 

サンレディー大田 

講座名 概要 実施月 

ゆうゆうトレーニング前期 
健康増進、介護予防のために日常出

来る適度なトレーニングをする 
6～10 

健・美ストレッチ 前期 
健康増進、介護予防のために日常出

来る適度なストレッチをする 
6～10 

料理講座 地元食材を使い料理講習を行う 6～10 

手作り作品講座 
コミュニケーションを図りながら技

術習得する 
6～8 

音楽で遊ぼう前期 
幼児と親が音楽をとおしてコミュニ 

ケーションをもつ 
6～10 

初心者のためのスマート 

フォン前期 
スマートフォンの使い方を学ぶ 6～10 

Dr.長さんの健康医学塾 
健康増進のため医師による市民に向

けての講座 
6～10 

女性魅力アップ講座 前期 働く女性の魅力アップを学ぶ 6 

ゆうゆうトレーニング後期 
健康増進、介護予防のために日常出 

来る適度なトレーニングをする 
11～3 

健・美ストレッチ後期 
健康増進、介護予防のために日常出

来る適度なストレッチをする 
11～3 

音楽で遊ぼう 後期 
幼児と親が音楽をとおしてコミ 

ュニケーションをもつ 
11～3 

初心者のためのスマート 

フォン後期 
スマートフォンの使い方を学ぶ 11～3 

女性就業支援セミナー 女性の就業を支援する 11 

女性魅力アップ講座 後期 働く女性の魅力アップを学ぶ 11 

お正月の生け花 正月用の花の生け方を学ぶ 12 

食育料理セミナー 小学生とその親で食育について学ぶ 12 

  

 

 

 



（２）男女共同参画事業の推進を図る事業 

    サンレディー大田 

事業名 概要 実施月 

男の料理教室 前期 
男性も料理を学び男女共に楽

しい人生を送る 
6～10 

男の料理教室 後期 
男性も料理を学び男女共に楽

しい人生を送る 
11～3 

衛生的な食肉料理講習会 
食肉の衛生的な取り扱いと調

理方法習得を目的とする 
12 

食肉小売安全情報提供等 

事業料理セミナー 
食肉料理の技術普及図る 12 

サンレディーフェスタ 

30回記念事業 プレイベント 

「ワークショップまつり」 

大田市働く女性の家利用者の

活動支援  

団体の活動を広く周知する 

2 

第30回サンレディーフェスタ 

大田市働く女性の家利用者の

活動発表を行い、女性の活動を

広く周知する 

2 

男女共同参画講演会 

男女共同参画を推進するため

に大田市と共催で男女共同参

画に関する講演会を実施する 

2 

 

（３）女性の福祉増進および地位向上並びに文化の振興を図るための施設の貸与 

      サンレディー大田内大田市働く女性の家内各施設の貸与 

 

※なお、各事業実施にあたっては、大田市をはじめとする地方自治体や各種団体と 

連携を取り、事業を有機的に実施する。 

 

 

Ⅱ．収益事業 

 

 事業概要 

   公益を目的としない利用に対し、各施設を貸与し利用料を得る。また、本事業 

の収益を前項「公益目的事業」の実施にあてる。 

   貸与施設 

    大田総合体育館 

    大田市民公園 

    大田運動公園 

    大田市民会館 

    サンレディー大田 

 


