
№ 講座名・内容 講　　師 日　　時 対　　象 定　員 材料費等 備  考（持ち物）

1

楽しくカンフー体操　（全９回）
カンフーのワザをマスターしてスーパーヒーローみ
たいなカッコいい動きにチャレンジしてみよう！
　参加者随時受付中！共催：牟礼カンフー同好会

ＮＰＯ法人日本香川
精武体育会　会長

金森　庸二

６月４,１１日※開催済
６月１８,２５日

７月２,９,１６,２３,３０日
毎週火曜日

１９：００～２０：００

年長～小学３年生
残席
わずか

なし
汗拭きタオル・飲み物
※動きやすい服装

2

世界一大きな授業　～お金・貧困を考える～
日本の学校教育を基準に世界の国々の現状を学
びます。夏休みの自由研究の題材にぴったりな内
容です。
参加者随時受付中！

かがわグリーダーズ

馬越　俊介　ほか

６月２９日(土）
１０：００～１１：３０
※７月３０日(火）
１９：００～２０：００
※希望者のみ参加
自由研究まとめ相談日

小学３年生
～６年生

残席
わずか

５００円 飲み物・筆記用具

3

トントン木工教室
自分だけのオリジナルスツールを作ってみません
か。椅子としてはもちろん、ちょっとした物置きにも
なります。地域ボランティアの皆さんがサポートして
くれるのもおススメポイント☆

木工教室「癒
　ユ

楽
ラ

木
ギ

」

青木　節子

７月２０日（土）
１０：００～１２：００

小学４年生
～６年生

※保護者同伴可
１０人 １，５００円

飲み物
かなづち（あれば）
木工用ボンド

4

子ども　たいそう教室　 (全３回）
運動がちょっと苦手でも大丈夫！意外と運動不足
になる夏にぴったり♪毎年子どもに大人気のなが
みー先生と一緒に楽しく身体を動かしましょう！

健康運動指導士

永峰　昭宏

７月２３日(火）
７月３０日(火）
８月　６日(火）
９：３０～１０：３０

年中～２年生 １０人 なし
汗拭きタオル・飲み物

動きやすい服装・裸足※上靴でも可

5

書道教室 　(全３回）
書道を習っていない小学生を対象に書道作品の指
導を行います。
注文承ります（太筆：1,620円　細筆：270円　墨汁：
324円）　※男女別

永和書道会　主宰

奥谷　龍仙

７月２６日(金)
８月２日(金)
８月９日(金）
9:30～10:30女子
11:00～12:00男子

小学３年生
～６年生

１０人
３００円
(半紙代)

書道道具一式・課題プリント
新聞一日分・手拭きタオル

ぞうきん・飲み物・ごみ袋45 1枚

6

パズルでおかたづけレッスン
「おかたづけ」って、どうすること？パズルで遊びな
がら楽しくおかたづけのテクニックをマスターしま
しょう！
※同伴希望の保護者の方も一緒に学べます。

整理収納教育士

わきや　さゆり

８月　１日（木）
１０：００～１１：００

小学１年生
～３年生

１２人 なし 　　筆記用具・飲み物

☆７月５日(金)受付スタート

☆来館９：００～電話１０：００～
注意！！牟礼コミセンと大町コミセンの受付は別日です。

・申込みは先着順で定員になり次第締め切ります。

・１回の申込みにつき、１家族分に限ります。

・７月５日（金）は事前に番号札を配布し、９時から番号順に受付を開始します。

・材料費等は、初回の１０日前までにおつりのないようにお支払い下さい。

それ以降の返金は出来ませんのでご了承ください。

申込み先 大町コミュニティセンター  ８７０－１３０６
対象：牟礼地区に在住、又は牟礼地区の幼稚園・学校へ通う子どもとその保護者

牟礼町外にお住まいの方は7月９日(火)９：００より電話・来館受付を開始します。



№ 講座名・内容 講　　師 日　　時 対　　象 定　員 材料費等 備  考　(持ち物)

1
くらしのセミナー　みんなでお金のことを学ぼう！
お弁当屋さんになってお仕事・利益を体験しよう！夏休みの自由
研究のヒントになるかも！

生活協同組合コープかがわ
ＬＰＡの会ライフプライアント

アドバイザー

７月２２日(月)
 １０：００～１１：３０

小学３年生～６年生と
その保護者

２０人 無料 飲み物・筆記用具

2-A
７月２４日(水) ２５日(木) ２６日(金)

１０：００～１２：００

2-B
７月２４日(水) ２５日(木) ２６日(金)

１３：３０～１５：３０

2-C
ritsuto design合同会社
代表　 よしおかりつこ

７月３０日(火) ８月１日(木)２日(金)
１０：００～１２：００

3
こども絵日記教室
夏休みは、絵日記の題材がいっぱいです。絵日記の作り方のヒ
ントを親子で探しましょう。

生涯学習推進事業　講師
馬越　直子

７月２６日(金)
 １０：００～１１：３０

小学１．２年生と
その保護者

１０組 １００円
飲み物・筆記用具・色鉛筆・クレヨン

はさみ・のり・絵日記帳
※絵日記の題材を考えてくる

4
スポーツ吹矢に挑戦
スポーツ吹矢をしたことがありますか？吹矢同好会のみなさんが
優しく指導をしてくれます。

牟礼スポーツウエルネス
吹矢同好会のみなさん

７月２６日(金)
 １３：３０～１５：３０

小学４年生
～小学６年生

１５人 無料 飲み物・タオル

5-A ７月２９日(月)  １０：００～１１：３０

5-B ７月２９日(月)  １３：００～１４：３０

6

読書感想文書き方講座
読書感想文の書き方のポイントを、低・中・高学年に分かれて元
小学校の先生方が優しく指導してくれます。
(昨年と同様の内容になるため初めての方優先)

代表
村上八重子　他５名

７月３１日(水)
９：３０～１１：３０

小学校低学年
小学校中学年
小学校高学年

※低学年は保護者同伴

各１０人 無料
飲み物・筆記用具

感想を書きたい本を読んでから
持ってくる

7
世界に一つだけの作品を作ろう ～グラスサンドアート～
今夏初の特別企画！カラフルで綺麗な砂を使ってサンドアート
を！ひと味違った夏休みの宿題作りをしてみませんか？

日本
サンドペインティング協会

向井　めぐみ

７月３１日(水)
１３：３０～１５：００

小学生
※１．２年生は保護者同伴

１０人 ３００円
飲み物・筆記用具

参考作品をコミセン事務所に展示

8

英語であそぼう！スクエアダンス
かんたんな英語を聞いておどるアメリカ生まれのスクエアダンス
にチャレンジ！子どもも大人もいっしょに楽しめるよ。おじいちゃ
ん・おばあちゃんもぜひ一緒にご参加ください。

日本フォークダンス連盟
公認指導者　多田　伸司

８月１日(木)
１３：００～１５：００

年長児・小学生と
その家族

※年長児・１．２年生は
保護者同伴

１６人 無料
動きやすい服装・飲み物
※３年生以上は
子どものみの参加可

9-A ８月５日(月)  １０：００～１１：３０

9-B ８月５日(月)  １３：００～１４：３０

10
自由研究レシピ付『親子お片付け教室』（全２回）
お片付けの仕方を学び、モノを管理する力を高め、地球を大切に
する心を育む環境学習会です。

片付け師
上原　千鶴

①８月　８日（木）　１３：３０～１５：００
②８月１０日（土）　１０：００～１１：３０

小学生の親子
※５年生以上は

子どものみの参加可
１５組 無料 飲み物・筆記用具

11

休日に作ろう！バランス★麺ランチ
料理ができる力を身につけることは、大切な「食育」のひとつで
す。料理を作る楽しさを親子で体験してみませんか？
献立：ジャージャーそうめん・チンゲン菜と卵のスープ・やさいグミ

高松市食生活改善推進
協議会牟礼地区のみなさん

８月９日(金)
 １０：００～１３：００

小学生の親子
※５年生以上は

子どものみの参加可
２０人

１人
２００円

　飲み物・筆記用具・エプロン
　三角巾
　手ふきタオル

12

夏休みお楽しみ会！
友達をさそって、夏休み お楽しみ会へGO！ボラエモンさんのマ
ジックショーなどなど盛りだくさん！県立保健医療大学の皆さんと
の交流もお楽しみに！！

香川マジック会員
ボラエモン　他

県立保健医療大学の皆さん

８月１６日(金)
 １０：００～１１：３０

幼稚園児・小学生
※幼稚園児・小学１．２
年生は保護者同伴

５０人
１家族
１００円

       　　　　　　　　　　飲み物

13
初心者こども琴教室　(全２回)
きれいな音色の琴にふれてみましょう。優しい先生方が、ていね
いに楽しく教えてくれます♪

琴さくらの会
こども琴さくらんぼの会
代表　小田　久美　　他

８月１９日(月) ２３日(金)
 １０：００～１１：３０

小学生
※１．２年生は保護者同伴

８人 無料 　　飲み物・筆記用具

書を楽しむ　～大人も子どもも一緒に楽しく書こう～
手作りの和紙でできたコースターに、書をしたためませんか？
（他にもブックカバー・ランチョンマット・しおり・箸袋あり）

桜華書道会　代表
塩田　　桜華

小学生
※１．２年生は保護者同伴

各１２人
１５０円～
当日集金

飲み物・筆記用具・書道用具
参考作品をコミセン事務所に展示

夏休み書道講座
夏休みの書道の宿題を制作します。(課題を確認してくる)

桜華書道会　代表
塩田　　桜華

小学生
※１．２年生は保護者同伴

各１５人 無料
飲み物・筆記用具
書道用具・募集要項

夏休みこどもポスター教室(各全３回)
デッサンや配色のアドバイスを受けて、夏休みの宿題
「ポスター」を仕上げましょう。
　①下絵（エンピツ）
　②下絵完成・色塗り
　③色塗り・仕上げ

アトリエ　儘工房主宰
美術講師　安藝多延子 小学３年生

～中学生
各１６人 無料

飲み物・四つ切の画用紙かｹﾝﾄ紙
筆記用具(２Ｂか３Ｂの鉛筆も必要)
油性ペン（黒）・絵の具用雑巾

絵の具・クレパス等、必要な描画材
募集要項と下書きを必ず持参

牟礼コミュニティセンター講座の受付は来館・電話共に7月４日(木)9:00～ 牟礼コミセン  ８４５－４１１１ ※牟礼と大町の受付は別日

★日時‥８月３日（土） 午後５時～午後９時３０分 ★会場‥牟礼町大町川東埋立地

今年も、バザーや催しものが盛りだくさんの「２０１９おいでまい祭り」を開催。ご家族で、牟礼の夜空を輝かせる１６００発の花火ショーもお楽しみください。

詳しくは、牟礼コミュニティセンター ８４５－４１１１まで


