
Ｑ.ふれあい女子大学ってどんなところ？

Ａ.年６回、様々な分野のカリキュラムを仲間と共に楽しく学ぶ場です☆

Ｑ.子供がいるから難しいかも・・・

Ａ.ボランティアさんによる託児があるのでご安心ください！

また、講義は平日の午前中に行っています。

Ｑ.組合員じゃないけどどうしたらいいの？

Ａ.組合員になる為には出資のお手続きが必要になります。

支店の窓口にてお気軽にご相談ください♪



まずはふれあい女子大に入って
仲間作りをしてみませんか？

ＪＡ女性部では

武山、長井、北下浦、久里浜、浦賀、衣笠、逸見、大楠、葉山の各支部ごと
に料理教室や親睦会、旅行など行事のほか、全体活動では健康ウォーク、
ボーリング大会、ナイトブッフェ、研修大会、スポーツ大会、フラワーアレンジ
メントなど様々な活動を行っています。

＊地域での仲間作りはもちろん、他地区の方とも交流できる場＊

女性部に入ってみたいけど、同世代の知り合いもあんまりいないし・・・



様々な分野のカリキュ
ラムを仲間とともに楽
しく学んでいきます

ＪＡふれあい女子大学 校則 

 

（目 的） 

自らの教養を深め、生活の充実を目指し、農業・生活・健康・文化などの学習を通

じて、明るく心豊かに地域の仲間の輪を深めましょう。 

 

（主 催） 

よこすか葉山農業協同組合 

 

（学 長） 

よこすか葉山農業協同組合 代表理事組合長 三ツ堀 清巳 

 

（受 講 生） 

よこすか葉山農業協同組合管内に在住する入学時満18歳～45歳までの女性（組

合員及び家族） 

 

（受講期間） 

１年間 

 

（講 義） 

講義前に学生証を掲示し出欠席をとります。（入学後配付） 

講義内容は農業・生活・健康・文化等とし、６回とする。 

 

（負 担 金） 

入学金として３，０００円徴収します。 

 

（連絡方法） 

講義・日程・会場の変更がある場合は、電話・メール･ＦＡＸ等を使用し連絡します。 

 

（卒 業） 

卒業は、１年間を通じて８０％以上（13 時間）を受講したものに与える。 

卒業生には、卒業証書及び記念品を授与する。 

 

（事 務 局） 

よこすか葉山農業協同組合 組織相談課   



☆卒業生 ２６７名☆

• Ｈ２１年度 第１期生 ４４名
• Ｈ２２年度 第２期生 ４０名
• Ｈ２３年度 第３期生 ３０名
• Ｈ２４年度 第４期生 ３９名
• Ｈ２５年度 第５期生 ３２名
• Ｈ２６年度 第６期生 ２７名
• Ｈ２７年度 第７期生 ３２名
• Ｈ２８年度 第８期生 ２３名

仲間がいっぱい！
ＯＧ会もあるよ♪



☆過去のカリキュラム例☆



☆過去のカリキュラム例☆



☆過去のカリキュラム例☆

 

 
１．開催日       平成 26 年 8 月 28 日（木） 

 

２．集合場所・時間  神奈川近代文学館 中会議室  9 時 30 分 

   （※現地集合）    所在地：横浜市中区山手町 110  

元町・中華街駅下車 徒歩 10 分 
 

３．内  容     カラーコーディネート～パーソナルカラー～ 

講師：田所 愛子氏 
 

４．参加費     2，0００円（当日徴収） ※昼食代含 
 

５．問合せ・申込先  ＪＡよこすか葉山 組織相談課 

          ℡８５７－９２４８ 
 

６．申込締切     平成２6 年７月 11 日（金） 
 

  

あなたの好きな色、似合う合う色は・・・？ 

自分にピッタリなパーソナルカラーを探して 

オシャレをもっと楽しみましょう♪ 

★OG会★
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☆過去のカリキラム例☆

回

1 Ｈ2７ ◇ 開講式
６／１０（水） ◇知っておきたい共済の話＆
9：30～12：３0 　 今日から「美文字」　  ペン習字 講座
フローラ武山 ちょっとのコツで印象アップ　 自分の名前くらい綺麗に書きたい…

そんなお悩みを解決！のし袋に堂々と名前が書けるようになろう♪

2 ７／９（木） ◇天然ハーブで安心♪虫除けアロマ作り 講座

１０：０0～12：30 敏感肌や子供にも安心して使える手づくりアロマ♪

フローラ武山 夏のアウトドアや畑仕事にも便利！

3 ９／９（水） ◇ 地場産野菜を使った料理講座①～中華料理～

９：30～12：３0 季節の地場野菜を活かした中華料理に挑戦

西コミュニティセンター（予定） 講師は広東料理23年！「じぇっと天」オーナーシェフ！

4 10／2２（木） ◇ ヨガでこころもからだもリフレッシュ　　講座

１０：０0～12：０0 ストレス解消、スリムボディ、体質改善…健康で美しくなりたい！

フローラ武山 でも時間がない！そんな願いを叶えるヨガをこの機会に体験♪

5 １２／１７（木） ◇ 地場産野菜を使った料理講座②～フランス料理～

９：３0～12：30 横須賀のフレンチレストラン「jasmine」のシェフが伝授！

西コミュニティセンター（予定） 地場産野菜が豪華に変身　　ちょっと特別な日に作りたい一品

6 Ｈ２８ ◇ フラワーアレンジメント 講座

２／４（木） 初心者でも勿論大丈夫！思いを込めて楽しくアレンジ♪

９：３0～12：30 花とふれあい魅了を引き出して…新たな自分も花開く

フローラ武山 ◇ 閉講式

講　　　義　　　名日時　･　会場

平成２６年度 平成２７年度



☆過去のカリキラム例☆
 

 

回

1 Ｈ28 ◇ 開講式

６／8（水）
◇オリエンテーション・コーヒーマスターに学ぶ！コーヒー講座

9：30～12：３0
好みのコーヒーの選び方やフードとのペアリングなど、

フローラ武山
コーヒーの身近な楽しみ方をスターバックスの

コーヒーマスターが伝授♪

2 ７／6（水） ◇ 地場産野菜を使った料理 講座

１０：０0～12：30 横須賀野菜・地場産にこだわったイタリアン「ラディアンツァ」の

西コミュニティセンター（予定） シェフによる夏野菜を活かしたお楽しみ料理講座♪

3 ９／7（水） ◇ 防災センター見学（防災知識を身につける 講座

９：30～12：３0 災害時に自分の身、家族の安全を守る為にはどうしたらいいの！？

横須賀市民防災センター 地震､消火器消火､煙体験等を通して災害時に必要な事を知っ得！

4 10／26（水） ◇ オリジナルアロマセッケン作り 講座

１０：０0～12：０0 アロマの効果をもっと知りたい

フローラ武山
大好評！癒しのアロマ講座第３弾

5 １２／7（水） ◇ 楽しくＤＩＹ♪手作りリース　      講座

１０：０0～12：０0 オシャレで簡単ハンドメイド

フローラ武山
好みの飾りでオリジナルリースを作っちゃおう♪

6 Ｈ２9 ◇ スクラップブッキング（フォトアルバムアート）講座

２／8（水） スクラップブッキングインストラクターの先生に教わって

９：３0～12：30 想いをカタチに♪お気に入りの写真を素敵にデコレーション

フローラ武山
◇ 閉講式

ＪＡ「ふれあい女子大学」

平成２８年度（第８期）カリキュラム

日時　･　会場 講　　　義　　　名
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