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Ｎｏ． 講座名・学習内容 講   師 日  時 定 員 持ち物・その他 

１ 

対象：幼稚園児とその親 

親子で英会話レッスン (全4回) ALT 外国語指導助手 

アルジョン 
フランシス ルイズ 

1月28日（火） 
2月 4日（火） 
2月18日（火） 
2月25日（火） 
15:15～16:00 

10組 
上靴 

動きやすい服装 
飲み物 

アルジョン先生と一緒に親子で英会話に 
挑戦してみませんか。歌やゲームなど 
楽しい内容です。下のお子さまも大歓迎！！ 

２   

一緒にお勉強＆遊ぼうタイム(全2回) 

香川大学経済学部 

古川研究室学生 

1月31日（金） 
2月21日（金） 
18:30～20:00 

小学生 

15名 

500円（パンその他） 
勉強道具・筆記用具 

動きやすい服装 
上靴・飲み物 
保護者送迎 

リピーター大歓迎！大学生のお兄さん、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ょう。 
今回は大学生おススメのパンを用意しています♪ 

３ 

健康セミナー＆家庭でできる簡単体操 
香川大学医学部衛生学 

准教授 宮武伸行 

ほか 

2月 7日（金） 
13:30～15:00  

Ⓟ 
15名 

Ⓟなし 
15名 

筆記用具 
飲み物 

前回好評につき、今回は検査（尿・便）について学び
ます。検査の項目内容について聞きたい方、ぜひ！
後半はトレーニングコーチ指導の体操です☆ 

 
 

■募 集 期  間  令和２年１月６日(月)～令和２年１月２４日(金) 

■申請・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      

令和２年度中に、牟礼コミュニティセンターまたは大町コミュ

ニティセンターを定期的に利用し、同好会活動を行う団体を募

集します。 

登録できるのは、生涯学習を目的とした継続的な学習活動

を行い、概ね１０名以上（うち過半数は牟礼地区在住者である

こと）で構成する団体です。登録を承認された団体の皆さんに

は、定期的な活動の場を提供します。 

詳しくは、牟礼コミュニティセンターまたは大町コミュニティセ

ンターにあります「同好会活動実施基準」をご覧下さい。 

 

職   種 夜間スタッフ ２名  

雇用期間 令和２年４月 １日～令和３年３月３１日 

                     (更新の場合あり） 

応募資格 令和２年度、牟礼地区に居住する満７５歳 

       未満の方で窓口業務のできる健康な方！ 

募集期間 令和２年1月 ６日～令和２年1月1７日 

お問合せ先 むれコミュニティ協議会 

（牟礼コミュニティセンター）☎８４５－４１１１ 

☆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。☆材料費等は事前にお支払いください。釣銭はありません。 

☆写真撮影後に広報紙、SNS等へ掲載する為、不都合な場合はお申し出ください。 

☆Ⓟ：駐車場利用できますⓅなし：駐車場利用できません。公共交通機関をご利用か徒歩・自転車・バイクで来館してください。 

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～ 

 ■日   時  ２月７日（金） １０：００～１1：００ ふれあい遊び・歌 
■指   導  １０：００～１１：００ むれ子育てふれあいセンター 
              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法人しうんまんまるサポート 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 

 講座前半は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、申し込み不要のおしゃべり会です。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。 



Ｎｏ． 講座名・学習内容 講   師 日  時 定員 持ち物・その他 

６ 

ぬくぬくママSUN’S とあそぼう IN 牟礼 0～3才の子育て 

世帯と地域をつなぐ 

子育てｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ 

ぬくぬくママSUN’S 

１月17日(金) 

10:00～11:30 

0才～３才

頃の親子 

20組 

３００円 

(保険料等１家族) 

動きやすい服装 

飲み物 

親子で楽しめるふれあいあそびや、ママ同士が交流で

きるプログラムあり、牟礼町外の方も参加できます。 

７ 

キュートな「ロリポップ」を作って プチパーティ チョコレート 

マイスター 

製菓アドバイザー 

香西 悠 

2月１日(土) 

10:00～12:00 

小学生の

親子   

10組 

５００円(材料代)   

エプロン・三角巾 

手ふきタオル・上靴 
親子で一緒にチョコレートケーキを中に閉じ込めた一口

サイズの“ロリポップ”を自分好みに楽しく作ろう♪ 

申込み 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！ 

Ｎｏ． 講座名・学習内容 講   師 日  時 定員 持ち物・その他 

１   

Ⓐスマホの使い方何でも相談会 (全２回) 

ビットバレー高松 

 

溝口 勲  

①1月 21日      

②2月 4日 

(毎週火曜日) 

13:30～15:00 

20名 

筆記用具        

スマホ・タブレット 

スマホ・ タブレット

がなくても参加可 

※ⒶかⒷのどち

らかを選択して、 

お申込みください    

・スマホの空き容量の確認 ・QRコード支払いの方法                                   

・アプリインストールの方法 ・楽しいアプリあれこれ                                            

・SNSアプリとは ・SNS何が楽しくて何が危険なの？     

・LINE、twitter、Facebook、インスタグラムって何？   

・中学生以下の子どもへの注意点                                

・その他、何でも相談会                      

２   

Ⓑ今さら聞けないスマホのあれこれ (凝縮編) 
2月10日(月) 

19:00～20:30   
20名  スマホは持っているけれど、今さら聞けないことがある

方にお勧めです。Ⓐの相談会を凝縮した講座です。 

３   

男性の料理教室 
高松市食生活 

改善推進協議会 

牟礼地区の皆さん 

1月22日(水) 

10:00～13:00   
20名  

７００円(材料代) 

エプロン・三角巾 

手ふきタオル 

初めての方も大歓迎！！男性陣の皆さん！この機会に

腕をふるってみませんか？                 

献立：簡単巻き寿司・ぽかぽかスープ・いちごババロア 

４   

野菜たっぷりお手軽ランチ 
キッス調理技術 

専門学校講師 

 

上田伊都子 

１月29日(水) 

10:00～13:00 
20名 

７００円(材料代) 

エプロン・三角巾 

手ふきタオル 

お料理がちょっと気になる皆さん。男女問わず、野菜

たっぷりのお手軽ランチを作ってみませんか？     

献立：スパイシータコライス                  

・ブロッコリーチャンプル・もちショコラ 

５  

歴史に学ぶ講座（全４回） 

歴史研究家 
 

上原 敏  

1月30日～ 

2月20日 

(毎週木曜日) 

13:30～15:00  

30名  
１００円(資料代) 

筆記用具  

①さぬき発！菅原道真の改革 

②天才・信長の恋と改革 

③高松城を彩る改革者達  

④日本誕生！古事記の世界 

   

平家物語を読んで、身近かな古戦場や文化財への関心を

高めていく同好会です。興味のある方、見学歓迎、お待

ちしてます。 

活動日：毎月第３土曜日13:30～15:00 

場 所：牟礼コミュニティセンター 

会 費：年額 1,000円  

問合せ：代表 十亀(そがめ)087-845-6760 

   

ダンス未経験の年長～小学生対象。基本の身体づくり、

ステップなど初心者のためのダンスレッスンです。お気

軽にご参加ください。 

活動日：毎週木曜日16:00～17:00(1月は2日のみお休みです)

場 所：牟礼コミュニティセンター 

申 込：不要 レッスン日にお越しください   

問合せ：代表 宮岡 090-2892-8081 


