
ちびっこわくわく広場では4ヶ月児～未就園児の親子を募集中です！！

お楽しみ会や英語リトミックあそび、ぷちクリスマス会など、年間を通

して親子でいろいろな体験をしながら子育てを楽しみませんか？

Ｎｏ． 講座名・学習内容 講 師 日 時 定 員 持ち物・その他

１

書を楽しむ ～大人も子どもも一緒に楽しく書こう～ 桜華書道会代表

塩田 桜華

8月5日(月)

A10:00～11:30 

B13:00～14:30

いずれかの時間

※子ども教室と共催

一般

各10名

書道用具(ある方)

※消耗品(半紙・墨)

その他必要な材料

（150円～当日集金）

書道用具レンタルあり

社会福祉法人ナザレの村で作られた、手作り和紙のコー

スターやブックカバーに書をしたためてみませんか？

（他にもランチョンマット・しおり・うちわ・箸袋あり）

※参考作品は牟礼コミセン事務所に展示

２ 

はじめての漫画教室 漫画家

イラストレーター

赤目キクヤ

8月9日(金)  

19:30～21:00

中高生

～一般

10名

500円（材料費）

筆記用具

30㎝ものさし

漫画を描きたいけど描き方がわからない。コマ割りはどう

するの？など、アナログ(手書き)漫画の描き方教室です

３  

ゆがみを直せば若返る！骨盤美容体操 美容

カイロプラクター

佐藤 千鶴子 

9月19日(木)  

13:30～15:00 
20名 

タオル・飲み物

動きやすい服装 
体のゆがみの原因を知り、予防・改善をして真の健康を

手に入れましょう！

笑いヨガ ～笑顔と感謝に満ちた人生を～ 笑いヨガ

マスタートレーナー

森岡 美智

9月20日(金)  

10:00～11:30
30名

タオル・飲み物

動きやすい服装
誰でも簡単にできる笑いのエクササイズとヨガの呼吸法

で健康・活力・感謝の心・喜びを手に入れます。

４

これから夏本番！牟礼・大町コミュニティ

センターでは夏休みの子ども教室を用意して

います。書道、体操、ポスター、料理教室な

ど様々な企画が満載です。詳細については６

月中旬にお子様が学校より持ち帰ったピンク

色の募集チラシをご覧ください。

お問い合わせは牟礼・大町

コミュニティセンター 

までお願いします。

発行：牟礼コミュニティセンター 大町コミュニティセンター 令和元年７月1日号

屋外ステージ発表 参加希望者 フリマ＆マルシェ 出店希望者

対象者      

(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)

内容

年齢不問。ご家族、友達同士のグループなど、

屋外ステージでコミュニティ祭りを盛り上げてく

ださる方。出演時間10分以内(出入り・準備を含む)

「お家の遊休品や自慢の手作り品を販売したい！」

「物作りのワークショップをやってみたい！」など、

コミュニティ祭りに出店して盛り上げてくださる方。

申込み 申込み用紙を牟礼コミュニティセンターに提出 申込み用紙を大町コミュニティセンターに提出

お問合せ 牟礼コミュニティセンター ℡ ８４５－４１１１ 大町コミュニティセンター ℡ ８７０－１３０６

屋外ステージ発表 ・フリマ＆マルシェ出店

参加者募集

「むれコミュニティ祭り」を盛り上げてくださる意欲的な

グループ(個人も可)を募集します。7月８日から各コミュニティセンターに申込み用紙を置いています。参加ご希望

の方は、下記の内容をご覧の上、7月８日(月)～7月19日(金)の間に各コミュニティセンターまでお申込みください。

１１月３日(日) 牟礼コミュニティセンターにて 「むれコミュニティ祭り」を開催！

※牟礼と大町の受付は別日です！

申込み 牟礼コミュニティセンター ℡ 845-4111 申込み１回につき２名分の受付可(牟礼コミセンのみ)

・  8月16日(金) 10:00～11:30 夏休みお楽しみ会

・  9月13日(金) 10:00～11:00 英語リトミックあそび

・10月25日(金) 10:00～11:30 ライフプランニング座談会

・11月29日(金) 10:00～11:00 ゆうゆうクラブさんと遊ぼう

・12月13日(金) 10:00～11:30 ぷちクリスマス会

◆会 場 牟礼コミュニティセン◆保険料等 500円

◆申込先 牟礼コミュニティセンター ８４５－４１１１



牟礼と大町の受付は別日です！ご注意ください

来館受付は 9時～（8時45分より受付順番号札を配布）
電話受付は 10時～ ℡ 870-1306

☆申込み１回につき１名分の受付で（来館・電話ともに）本人・代理問いません。☆自己都合のキャンセルの場合は材料費等の返金がない場合があります。

☆材料費等は事前に釣銭のないようにお支払いください。☆Ⓟ：駐車場利用可Ⓟなし：駐車場利用不可☆広報・記録用の写真撮影を行います。予めご了承ください。

Ｎｏ． 講座名・学習内容 講 師 日 時 定 員 持ち物・その他

１

女性教室 つまみ細工教室
華うさぎ 主宰

櫛橋 利恵
7月31日(水)
13:30～15:30

Ⓟ
８名
Ⓟなし
４名

１，５００円（材料代）
食品用ラップ・手拭き
ピンセット・糸切りばさみ
木工用ボンド・飲み物

折り紙の感覚で簡単＆きれいなつまみ細工のお
花を作りましょう※ブローチ・ヘアアクセ・チャーム選択

２ 

ベリーダンス＆エクササイズ (全4回) Erico
Bellydance Studio
Erico（エリコ）

8月8,22,29日
9月5日(全木曜）
10:00～11:15

Ⓟ
10名

バスタオル
飲み物

動きやすい服装
ママダンサーによるベリーダンスの動きとエクササ
イズを体験してみませんか。親子連れ大歓迎♡

３

防災講座 風水害から身を守るために 高松地方気象台
気象防災情報調整官

吉村 満

8月27日(火)
13:30～15:30

Ⓟ
15名

筆記用具
飲み物台風や大雨等の災害から身を守るための防災気

象情報の入手・活用方法を学びましょう。

４ 

親子でリズムあそび (全6回) 対象：幼稚園児 (公社)日本３B体操協会
公認指導者

太田 量子

9月2日10月7,21日
11月18日12月2,16日
15:15～16:15

Ⓟ
10組

上靴・タオル
飲み物

動きやすい服装
親子で音楽に合わせてスキンシップを楽しみませ
んか。下のお子様も一緒に参加大歓迎です。

５

クラフトバンドでかごづくり (全2回) クラフトバンド
エコロジー協会
認定講師

木村 叔美

9月4日(水)
9月9日(月)
13:00～15:00

Ⓟ
10名
Ⓟなし
５名

１，５００円（材料代）
はさみ・木工用ボンド
せんたくばさみ10個
手拭き・飲み物

クラフトバンドを使って小物の整理に重宝する丸い
かごを編んでみましょう。初めての方、大歓迎！

６

シニアの教養 若い世代に譲る～世代交代術～ NPO法人シニアと地域を
元気にする会

上田 利枝

9月 5日(木)
10:00～11:30

Ⓟ
８名
Ⓟなし
12名

飲み物
筆記用具今あなたの立場での「認知症」への理解と、

若い世代への自然なバトンタッチを考えます。

７ 
防災講座 家族で避難シミュレーション体験 ＮＰＯ法人災害・危機対応

支援センター

森西 康裕

9月15日(日)
10:30～12:00 

Ⓟ
15名

飲み物
筆記用具

お子様連れ大歓迎
災害時倒壊した家屋や道を想定した模擬コースを
歩き災害時の移動の難しさを疑似体験します。

８ 

育児中ママ限定 ポールでエクササイズ
健康運動指導士

池田 陽子 

9月18日(水)
10:30～11:30 
※受講条件あり

Ⓟ
10名 

ヨガマット・バスタオル
フェイスタオル・飲み物
動きやすい服装

半円のポールの上に寝転がり身体を動かして全
身のコリや緊張をほぐします。（妊娠中の方ＮＧ）

９

ママとベビーのニコニコタイム (全10回) ①②③(公社)日本3B体操協会

公認指導者 大浦久美
④フォトグラファー 廣瀬英里子
⑤⑩食育指導士 くま子
⑥スクラップブッキング講師

青木麗子
⑦香川県立保健医療大学

舟越和代
⑧子育て支援ファシリテータ

合田京子
⑨香川県立保健医療大学

石原留美

①  9月26日(木)
②10月  3日(木)
③10月10日(木)
④10月17日(木)
⑤10月26日(土)
⑥10月31日(木)
⑦11月  7日(木)
⑧11月14日(木)
⑨11月21日(木)
⑩  1月25日(土)
10:00～12:00

Ⓟ
10組 

２，０００円(材料代)
バスタオル・飲み物
動きやすい服装

上のお子様も
ご一緒にどうぞ♪

ママ友づくり・気分転換におすすめです♡
①②③ママとベビーの体操
④フォトレッスン＆撮影会
⑤⑩離乳食レッスン
⑥スクラップブッキング(写真2枚持参)
⑦ベビーの病気・ケガ対処法
⑧ニコニコ♪ママカフェ
⑨ママの心と身体のはなし

初回時点で4カ月前後の赤ちゃんとママ対象

退職後の自由な時間を有効活用！

健康づくり、館外研修や講演会など

毎回さまざまな講座を受講しません

か。心身共に元気な今、気持ちを新

たに地域での一歩を踏み出しましょ

う。初回はトレーニング＆シナプソ

ロジーです。お楽しみに！

◆日時 9月10日から2月25日

8月を除く毎月第2,4火曜

13:30～15:30

◆対象 牟礼地区在住の

60～75歳ぐらいの男性

◆会場 大町コミセン 大ホール

◆持ち物 上靴・飲み物・筆記用具

※昨年度の塾生も新規で申込みが必要です

使わなくなったうちわを再利用

してオリジナルのうちわを作ろ

う！工作のあとは作ったうちわで

楽しいゲームにチャレンジ！チー

ムで対決♪景品もあるよ！！
☆事前申込みが必要☆この講座のみ

7/5から来館受付9:00～電話10:00～

◆日 時 7月28日（日）

受付12:30～13:00

13：00～16：00

◆対 象 幼稚園児から小学生

◆会 場 大町コミセン 大ホール

◆持ち物 飲み物

◆費 用 300円（当日払い）

夢励人プロジェクト第３９弾

■日時 ９月６日（金） １０：００～１２：００

■場所 大町コミュニティセンター 第１会議室

■講師 １０：００～１１：００ むれ子育てふれあいセンター保育士 （定員１５組）

１１：００～１１：５０ 子育て支援ファシリテータ （自由参加）

■費用 無料 （お湯・電子レンジ完備）

■持ち物 特になし ※離乳食持ち込みＯＫ
□共催 むれ子育てふれあいセンター

□協力 ＮＰＯ法人親の育ちサポートかがわ 出張ひろば ぽかぽか

はらこども園 子育て支援センター

子育ての不安 友達づくり

発達相談 気分転換 など

体操 歌 ふれあい遊び 手遊び

読み聞かせ ものづくり など

10:00～おやこ遊び教室 11:00～おしゃべり会

妊婦さん、乳幼児期・幼稚園・小学
校・中学校・高校生の保護者のみな
さん、ゆっくりお喋りしましょう。

講座前半は事前申込み制の乳幼児対象おやこ遊び教室、後半はお子様の年齢を

問わず、申し込み不要＆自由参加のおしゃべり会です。

保健師等が個別の相談にも対応し、個人情報は固く厳守します。

相談したい事がある方はもちろん、ちょっとお喋りしてみたい方も大歓迎です。


