
Ｎｏ． 講座名・学習内容 講   師 日  時 定 員 持ち物・その他 

１  

ちょっと気になる「スマホ」のあれこれ 
NPO法人 

ビットバレー高松 

溝口 勲 

9月18日(水) 

13:30～15:00 
 20名 

スマホ 

タブレット 
※無くても参加可 

筆記用具 

消費税増税が目前に迫る今、キャッシュレスのことや、

スマホ決済の仕方など気になるスマホのあれこれにつ

いて考えてみませんか？タブレットのことも質問できます 

２  

我が家の防災対策 ～地震・風水害・火災対策～ パナソニック(株) 
エコソリューションズ社 

鉄尾 憲治 

10月7日(月) 

10：00～11：00 
20名 

筆記用具 
地震・風水害・火災対策の講話を聴き、日頃から防災に

ついて考えるきっかけを大切にしましょう。 

３ 

男性の料理教室 ① 
高松市食生活 

改善推進協議会 

牟礼地区の皆さん 

 

10月16日(水） 

10：00～13：00 

 

20名 

エプロン・三角巾 

手ふきタオル 

700円 

(材料費) 

初めての方も大歓迎！この機会に腕をふるってみませ

んか？ 献立： サーモンの焼きコロッケ・春菊変わりご

まあえ・カマンベールチーズ入り茶碗蒸し 

４  

ハッピーハロウィンパーティー 

～お菓子屋さんなりきり体験～ 
製菓アドバイザー 

香西  悠 

 

10月19日(土） 

10：00～12：00 

 

小学生

の親子

10組 

エプロン・三角巾 

手ふきタオル 

上靴 

1組500円 

(材料費) 

ハロウィンクッキー作り＆お菓子屋さん風ラッピング教室

★ラッピングしながら食品表示もちょっぴり学ぼう！色が

変わるマジカルドリンクの実験もお楽しみに♪ 

５  

「ゲーム依存症」のイロハを勉強しませんか 
香川県精神福祉 

センター 主任 

森  由貴 

10月20日(日） 

10：00～12：00 
50名  

 

筆記用具  

「ゲーム依存症って何なの」をテーマに、事例を交えなが

ら、家庭や地域で応援できることや支えられることを学

び合いましょう。 

６  

中級者英会話 (全7回) ALT 

アルジョン  

フランシス ルイズ 

11月5日～12月17日 

(毎週火曜) 

14：00～15：30  
15名  

 

筆記用具    
新しく赴任されたALTの先生と楽しく会話をしながら英会

話を身につけましょう！  ※英会話中級者対象 

令和元年９月１日号 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      

◆ご来館の際は、公共交通機関等をご利用下さい(琴電大町駅より徒歩１分・JR八栗口駅より徒歩５分) 

◆詳しくは、カラー刷りの「むれコミュニティ祭り特別号」(１０月１日発行予定)をご覧下さい。 

 

 

※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  
 第２回 ふる里ウオーク「開法寺と大町地区を探索」 
川西地区にある開法寺。その歴史と変遷を学びながら大町地区

を散策します。 

◆講 師 高松市文化財保護協会牟礼分会の皆さん 
◆コース   開法寺・東林坊(登蓮坊)跡・開法寺跡(役戸)等 
◆集合・解散場所 牟礼コミュニティセンター駐車場 
◆日   時 11月14日(木)10:00～12:00 ◆参加費 無料 

 第１回  ふる里ウオーク「八栗寺をディープに探索」  
八栗寺参道にある石造物を観賞しながらお参りします。八栗寺に

は皆さんの知らない魅力がいっぱいありますよ。 

◆講 師 高松市文化財保護協会牟礼分会の皆さん 
◆コース 振袖道標・道路元標・八栗寺・聖天堂・本堂等 
◆集合・解散場所 八栗ケーブル駐車場   
◆日   時 10月17日(木)10:00～12:00 ◆参加費 無料 

  むれコミュニティ祭りステージイベント  仮装大会出場者募集    

 今年も、むれコミュニティ祭りのステージイベントの一つとして、仮装大会を行います。ハロウィンにちなんだ仮装・お姫様や
キャラクターなど自由に仮装をして、コミュニティ祭りを盛り上げましょう！ぜひ、お誘い合わせの上、ご参加下さい。 
★日 時：11月３日(日)※詳細につきましては申込み時にお伝えします。  ★会 場：牟礼コミュニティセンター屋外駐車場 

★対象者：年齢制限なし、どなたでもＯＫ（ 個人でもグループでも可 ） 

★審 査：コミュニティ祭り当日、審査員が行います。最優秀賞・与一くん賞など多数賞を準備しています。 

参加希望者は令和元年9月２日（月）～9月30日（月）の間に事前申込みをして下さい。 

●申込先 牟礼コミュニティセンター( TEL 845-4111)まで 



☆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。 

 ■日時  １０月４日（金） １０：００～１２：００ 地域の方と一緒に運動会 
       １１月１日（金） １０：００～１２：００ 手遊び・ふれあい遊び 
■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） 
           １１：００～１２：００ 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  

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。 思春期・反抗期の心配  

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 

Ｎｏ． 講座名・学習内容 講   師 日  時 定 員 持ち物・その他 

１ 
よちよち赤ちゃん運動会 高松市出前保育事業 

牟礼保育所 田井保育所 
庵治こども園 

10月 8日(火) 
10:00～11:30 

Ⓟ 
10組 

飲み物 
動きやすい服装 

保育士さんが考えた楽しい運動会！赤ちゃんの競
技はもちろんママのお楽しみもあります♪ 

２  

地球温暖化と生活防災 香川県地球温暖化防止活動 
推進センター 推進員 

多田 邦夫 

10月15日(火) 
10:00～11:00 

Ⓟ 
10名 

筆記用具 気候変動による災害とはどんなもの？あなたがで
きることとは？まずは一緒に考えてみましょう。 

３ 
ともにキッチン～食品ロスを考えよう～ 

 香川大学esdプロジェクト 
   ＳteeeＰのみなさん 

10月20日(日) 
10:00～14:30 

対象：乳幼児の母親 

Ⓟ 
7名 

お米0.5合・エプロン 
三角巾・持帰り容器 

400円（材料代） 
本来食べられるのに、廃棄される食材を貰いに出
向き、一緒に料理をして食べましょう。 

４  

ストレッチ＆トレーニング (全2回) 日本体育協会公認 
スポーツプログラマー 

 

佐藤 美穂 

11月 6,20日(各水曜) 
13:30～14:30 

対象：子育て世代母親 

Ⓟ 
10名 

ヨガマット・飲み物 
動きやすい服装 

柔らかいボールを使って肩・腰のコリをゆっくりほぐ
し少しずつ筋力をつけるトレーニングを行います。 

５ 
親子で大串半島をお散歩しよう  健康運動指導士 永峰昭宏 

対象：小学生までの親子 
現地集合・解散 雨天時9:00中止決定 

11月10日(日) 
さぬき市 大串自然公園 

集合10:00芝生広場 

10組 
飲み物・弁当・敷き物 

歩きやすい靴 
絶景の大串半島のサイクリングコース約2.5㎞をお
散歩したあと広場でお弁当タイム♪ベビーカー不可 

６  
骨盤底筋群を鍛えよう 対象：子育て世代母親 看護師・健康運動実践指導者 

 

八田 奈緒美  
11月12日(火) 

9:30～11:00  

Ⓟ８名 
Ⓟなし 

12名  

飲み物 

動きやすい服装  女性特有のデリケートなお悩み解消やダイエット効
果が期待できるエクササイズを体験しましょう。 

子育て世代の防災学習 大切な命を守る 香川大学四国危機管理教育研究 
地域連携推進機構 

地域強靭化研究センター 

高橋 真里 

11月21日(木) 

13:30～14:30  
Ⓟ15組    筆記用具 ７ 親と子の命を守る防災基礎知識を学び、いざとう

いう時に備えましょう。ご家族・お子様連れ大歓迎 

１３ 
いっしょに☆お勉強＆遊ぼうタイム(全2回) 

香川大学経済学部 
古川研究室学生４名 

 9月30日(月) 
10月28日(月) 
18:30～20:00 

15名 
保護者送迎 

５００円（おやつその他) 
勉強道具・筆記用具 

飲み物 
晩御飯を食べて集合！大学生のお姉さんと一緒に
勉強をしたり遊んだりして楽しく過ごしましましょう。 

１４  

簡単♪もみじのこけ玉をつくろう 
香川大学Bonsai☆Girls Project 

のみなさん 
10月13日(日） 
10:00～11:00 

Ⓟ 
15名 

５００円（材料代） 
手拭きタオル 飲み物  大学生のお姉さんと一緒に可愛いもみじのこけ玉

を作ってみましょう。対象：小学４．５．６年生 

８ 
脳トレで健康寿命をのばそう (全３回)    NPＯ法人シニアと 

 地域を元気にする会 
 

         上田 利枝 

10月9,16,23日 
毎週水曜 

10:00～11:30 

Ⓟなし 
10名 

筆記用具 認知症予防の大切さを学び、タブレットを活用しな
がら楽しく脳トレーニングを体験しましょう。 

９  

さをり織りでストールづくり ①② さをり織り工房 
 咲く屋 店主 
 

  三好 照恵 

10月16日(水） 
①10:30～12:30 
②13:30～15:30 

①② 
各Ⓟ 
8名 

２，０００円（材料代） 色も素材も自由に選べて、傷もデザインと捉えるさ
をり織り。気軽に楽しんでみませんか。 

１０ 

 防災の常識 今と昔 香川大学四国危機管理教育研究 
地域連携推進機構 

危機管理先端教育研究センター 

松本 秀應 

10月29日(火) 
13:30～15:30 

Ⓟ 
15名 

Ⓟなし 
5名 

筆記用具 今までの常識、これってホント？「グラッときたらす
ぐ火を消す」「トイレに逃げたら大丈夫」 

１１ 

 健康診断のはなし＆家庭でできる体操 
香川大学医学部衛生学 

 

准教授 宮武伸行 ほか 

11月 1日(金) 
13:30～15:00 

Ⓟ 
15名 

筆記用具 
動きやすい服装 健康診断の結果から見えてくることとは？後半は

日常生活に取り入れやすい体操を行います。 

１２ 

お手軽マナーレッスン (全3回) 社団法人全日本マナー協会 
  認定マナーアドバイザー 

 

       浪越 あゆみ 

11月5,19日(各火曜) 
10:30～12:00 
12月 3日(火) 
11:30～13:30 

Ⓟ 
10名 

筆記用具 
最終日：日本料理 田 

食事代当日払い 

日常に活かせる所作や常識を学んでみませんか。
最終日は食事マナーを学びながら美味しい日本料
理のランチ(2,000円程度)をいただきましょう。 

牟礼と大町の受付開始日は別日です！ご注意ください 
来館受付 9時～（8時45分より受付順番号札を配布） 

電話受付 10時～ 

 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。 

主任児童委員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。 


