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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 4～3 

 ジュニアテニス 4～12 

 ジュニアソフトテニス 4～12 

 ジュニアバドミントン 4～12 

 ジュニア水泳 7～8 

一般男女 

 エアロビックダンス 4～12 

 ３B体操 4～12 

 ｅｎｊｏｙテニス 4～12 

 ナイター初級テニス 4～12 

 ナイター中級テニス 4～12 

 ナイターソフトテニス 4～12 

 バウンドテニス 4～12 

 初級・中級卓球 4～12 

 初級・中級バドミントン 4～12 

 みんなでトレーニング 4～12 

 弓道 4～12 

中高年男女 

 ゆうゆうトレーニング 4～12 

 グラウンドゴルフ 4～12 

 ターゲットバードゴルフ 4～12 

 気功 4～12 

 パワーリハビリ OB 4～3 

 パワリハステップアップ 4～12 

 高齢者体力アップ教室 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 
春季ミニバスケットボール大会 1 

 県央小学生バレーボール交歓会 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と 

石見銀山天領太鼓公演 

和太鼓ワークショップの実

施及び、ワークショップ参加

者と地元団体によるコンサ

ートの実施 

5 

ミュージカルスクール 

公募による参加者にミュー

ジカルを学んでもらい、短時

間の公演を行う 

1～2 

朗読を楽しむ 

地域の文化資源である伝説、

民話、谷川俊太郎の詩など

を、一般参加を募り、朗読す

る 

7 

岩谷時子さんの心のふるさと、 

そこは岩谷九十老翁の地（仮題） 

大田市にゆかりのある作詞

家、故岩谷時子氏に関する複

合行事 

10 

大田ジャズナイト 
市内演奏家などによるジャ

ズコンサート 
6 



ジュニアミュージカル風花 公演 
地域で活動するミュージカ

ルサークルの公演 
4 

大田町 橋南 VS橋北 歌合戦 

「大田まちセン祭り」と共催

で行う地域住民参加の歌合

戦 

12 

大田文化プロデュース 

ネットワーク 

住民参加で地域文化の醸成

を目的とした事業を行う 
4～3 

     ※その他の事業、実施調整中 

     

 

サンレディー大田 

事業名 概要 実施月 

石見銀山かるた大会 

サンレディー大田講座によ

り制作された「石見銀山かる

た」を用いたかるた大会を実

施することにより、市民の世

界遺産石見銀山遺跡への知

識を深める 

1 

仲野先生の石見銀山講座 

石見銀山資料館館長仲野義

文氏による、石見銀山を深く

知るための講座を実施する 

6～3 

小学生のための茶道 

伝統文化としての茶道を小

学生に体験してもらうため

の講座を実施する 

6～3 

小学生のためのいけばな 

伝統文化としての華道を小

学生に体験してもらうため

の講座を実施する 

6～3 

第 7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 

     ※その他の事業、実施調整中 

 

 

 

 



    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 

三遊亭円楽 独演会 三遊亭円楽の独演会 10 

秋山雅史 

＆二期会・Ｎ響クインテット 

「秋山雅史＆二期会・Ｎ響

クインテット」コンサート 
6 

しまね映画祭 

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 

10～11 

劇団四季 心の学校 

 ミュージカル「王様とこじき」 

市内小学生(4～6年)を無料

招待し、「劇団四季ミュージ

カル 王子とこじき」公演の

鑑賞機会を持つ 

10 

宝くじ文化公演 

オペレッタ「こうもり」 

オペレッタ「こうもり」公

演 
11 

しまねのアーティスト応援事業 

 浜田真理子ライブ 
浜田真理子コンサート 3 

      ※その他の事業、実施調整中 

 

    サンレディー大田 

実施調整中 - - 

  

 

 

 

 

 



  （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 

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 

市内在住の学識経験者より

地域の歴史、文化、焼き物な

どについて学ぶ 

6～10 

マタニティーヨガ 
妊娠中の女性を対象とした

ヨガ 
6～12 

音楽で遊ぼう 

幼児と親が音楽をとおし

様々なコミュニケーション

をもつ 

6～3 

やさしいトレーニング 
いすに座って行う簡単なト

レーニングを学ぶ 
6～3 

親子のふれあいベビーマッサージ 

乳児と親がマッサージをと

おしコミュニケーションを

深める 

6～3 

ゆかたを美しく着る 浴衣の着方を学ぶ 6 

おばあちゃんの知恵袋 
高齢の講師から料理のコツ、

知恵を学ぶ 
6、7 

お正月用生け花 迎春の花の生け方を学ぶ 12 

美しい字を書くために ボールペンによる美しい字 11～3 



  ＝ボールペン字＝ の書き方を学ぶ 

洋風料理でおしゃれ気分 洋風料理の作り方を学ぶ 11 

初心者のための 

やさしいお菓子作り 

菓子の基本的な作り方を学

ぶ 
11 

あなたがそば打ち名人に そばの打ち方を学ぶ 6～3 

     ※その他の事業、実施調整中 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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  

男性のための楽しいクッキング 

男性が調理を習得すること

で男女共同参画のきっかけ

とする 

6～3 

トークサロン 

家庭内の問題等を話し合う

ことにより男女の社会への

関わりを考える 

4～3 

男女共同参画講座 

大田市、島根県立男女共同参

画センターとの共催で男女

共同参画を学ぶ講座を実施

する 

調整中 

男女共同参画講演会 

大田市と共催で男女共同参

画に関わる講演会を実施す

る 

2 

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 

     ※その他の事業、実施調整中 

 

 



  （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 


