
 牟礼・大町両センターでは新しい生活様式を取り入れながら、会場使用を再開して

います。それに伴い、生涯学習講座も少しずつ再開する事となりました。        

 とはいえ、まだまだ先の見えない今、マスク着用や消毒の徹底をはじめ、受付方法

の変更や受講人数を減らすなどの対策を行い、今後も状況に合わせての開催となり

ます。ご不便をおかけしますが、何とぞご了承下さいませ。  

 なお、センター別に受付開始日・時間を設けておりますのでご注意下さい。 

講座再開のお知らせ 

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２年７月1日号 

Ｎｏ． 講座名・学習内容 講   師 日  時 定員 持ち物・その他 

心で口ずさむ♪歌声喫茶  (全３回) 

ビットバレー高松 

 

溝口 勲 

1-Ⓐ 9/4・11/13・1/15  

各 

18名 

マスク・飲み物      

1回100円         

(資料代) 

毎回集金 

13：30～検温・集金

14：00～15：00講座  

１  
ウィルス感染予防のため、4クラスに分散して開催します。

マスクを着用し大声は出しません。ナツメロから昭和歌謡

ロシア民謡からフォークソングまで、生演奏に合わせて、

口ぱく歌手になりきってみましょう。 

1-Ⓑ 9/18・11/27・1/29            

1-Ⓒ 10/2・12/11・2/12    

1-Ⓓ 10/16・12/18・2/26   

(金)13：30～15：00                

２ 

はじめての漫画・イラスト教室 (全３回) 
漫画家        

イラストレーター  

赤目キクヤ      

  9月11・18・25日 

(毎週金曜)   

 19:30～21:00 

中高

生～

一般  

10名 

マスク・飲み物 

筆記用具      

30㎝ものさし        

1回500円        

（材料代）         

イラストや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)漫画やイラスト

の描き方教室です。※材料代は毎回集金 

３  

家事の基本のイロハ 

片付け師 

上原千鶴 

9月28日(月)   

 10:00～11:00 
15名 

マスク・飲み物      

筆記用具 
人生100年時代。一人暮らしで家事に不安がある方、夫婦

間の家事分担に悩んでいる方、家事の基本のイロハを学

び男女共同参画について考えてみませんか。 

講座№１-Ⓒ ・ №1-Ⓓ 及び 講座№２と№３ 7月10日(金) 13:00～電話受付開始 

下記の受付時間を必ず確認し、電話でお申し込み下さい 

           講座№１-Ⓐ ・ №1-Ⓑ             7月10日(金) 10:00～電話受付開始 

Ｎｏ． 講座名・学習内容 講   師 日  時 定 員 持ち物・その他 

１ 

動きやすい身体づくりA 木曜クラス(全4回) 

やまうち鍼灸院 

鍼灸師  

 

山内 孝 

8月20 ・27日 

9月3 ・10日 
(毎週木曜) 

10:30～11:30  

10名 マスク・飲み物 

動きやすい服装 

ヨガマット・上靴 

タオル 

 

※ヨガマットの貸与なし 

家庭でできる簡単なストレッチや筋膜リリース等を

行い、コリや痛みのない動きやすい身体を目指しま

しょう。どなたでもどうぞ。 

２   

動きやすい身体づくりB 土曜クラス(全4回) 8月22 ・29日 

9月5 ・12日 
(毎週土曜) 

10:30～11:30  

 

10名 

  

動きやすい身体づくりAと同じ内容です。自粛生活や

リモートワークで運動不足の方、家事、介護に忙し

い方も是非ご参加を。 

☆申込み１回につき一家族分の受付で本人・代理問いません。☆材料代等を徴収する場合、自己都合のキャンセルの場合の返金がない場合があ

ります。前納を基本とし、おつりはありません。☆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。☆できる限り、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。 

   7月9日（木）９:００～電話受付開始       牟礼町外の方 7月16(木）９：００～受付開始    



申込み開始日はそれぞれ異なります 

☆申込み１回につき一家族分の受付で本人・代理問いません。 

☆自己都合によるキャンセルの際は、材料費等の返金はありません。 

☆写真撮影後にSNS等へ掲載するため、不都合な方はお申し出ください。 

予約は 

こちらから                          

Ｎｏ． 講座名・学習内容 講   師 日  時 定 員 持ち物・その他 

１ 

親子で和文化に触れよう 伝統和文化    

ﾏﾅｰﾏｲｽﾀｰ協会 

准教授 静美保子 

 8月１日(土)        

10:00～11:30  

親子 

8組 

マスク・飲み物      

筆記用具 親子で日本の和文化に触れ、日本の礼儀作法を見直

すきっかけを作ろう。(小学生の親子対象) 

２Ⓐ   
読書感想文書き方講座 

代表       

村上八重子   

他4名  

 8月2日(日)        

Ⓐ9:30～10:20                           
親子   

8組 
マスク・飲み物      

筆記用具        

感想文を書きたい   

本を読んで持参 

読書感想文の書き方のポイントを、元小学校の先生

方が優しく指導してくれます。Ⓐ小学校1・2年生の親

子対象 Ⓑ小学校 3～6年生対象 ２Ⓑ 
8月2日(日)        

Ⓑ10:40～11:30                                       
16名 

３Ⓐ   
夏休み書道講座 

桜華書道会  

代表 塩田桜華             

  8月3日(月)        

Ⓐ10:00～11:00                          
8名 マスク・飲み物      

筆記用具・書道用具 

半紙・墨(当日購入可)      
小学生を対象に、夏休みの書道の宿題を制作します。

募集要項を持参。※1.2年生は保護者送迎  ３Ⓑ 
  8月3日(月)        

Ⓑ13:30～14:30                                
8名 

４Ⓐ   

夏休みこどもポスター教室(各全3回) アトリエ       

儘工房主宰  

美術講師    

安藝多延子 

8名 
マスク・飲み物      

油性ペン(黒)      

四つ切の画用紙    

またはケント紙       

筆記用具・雑巾    

絵具・クレパス等    

 8月5(水)，6日(木)       

7日(金)           

Ⓐ10:00～12:00                            小学校 3～6年生対象。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                                         

※募集要項と下書き(コピー用紙に描く)を必ず持参 
４Ⓑ 

 8月4(火)，5日(水)       

7日(金)            

Ⓑ13:30～15:30                            

8名 

７月１３日(月) １０:００～電話受付開始 

Ｎｏ． 講座名・学習内容 講   師 日  時 定 員 持ち物・その他 

１Ⓐ   夏休み書道講座 

永和書道会  

代表 奥谷龍仙             

  8月7日(金)        

Ⓐ9:30～10:30                          
5名 マスク・飲み物 

筆記用具・書道用具 

半紙代100円（当日）       
小学生を対象に、夏休みの書道作品を指導します。書

道を習った経験のないお子様歓迎。募集要項持参。 １Ⓑ 
  8月7日(金)        

Ⓑ11:00～12:00                                
5名 

２Ⓐ   

学習＆ものづくり教室(全2回) 
子ども学び 

サポートの 

みなさん 

 

木工教室  

癒楽木   

青木節子 

 8月4日(火)                  

Ⓐ10:00～12:00 
 汚れてもよい服で来てね                          

10名 

マスク・飲み物 

宿題・筆記用具 

マイスタディノート 

材料代 

各回600円（当日） 

8/6のみ木工用ボンド 

飾りたいもの 

1日だけの参加可       

小学１～３年生を対象に前半４５分は 

元教員のサポートメンバーが 

宿題ワークや自主学習のサポート 

後半６０分は誰でも楽しく作れる 

ものづくり体験を行います。 
4日：タイルアート(2枚)に挑戦 6日：おうち型メッセージボード 

２Ⓑ 
8月6日(木)                 

Ⓑ10:00～12:00 
汚れてもよい服で来てね                           

10名 

   ７月９日（木）１０:００～電話受付開始    牟礼町外の方 7月16(木）９：００～受付開始    

 

                         

第４５回「おいでまい祭り2020」は皆さまの健康と安全を守る観点

より開催中止を決定しました。 

 来年度以降の開催に向け、安心して楽しめる祭りを目指します

ので、引き続きご理解とご支援をお願い申し上げます。                         

 
新型コロナウィルス感染症の予防の為、ぽかぽかは予約制にな

りました。おやこひろばひなたぼっこのホームページから予約で

きますので、利用についてのお願いを読んでから予約してくださ

い。ご不明な点は、ひなたぼっこのスタッフまでお気軽にお尋ね

ください。ＮＰＯ法人いのちの応援舎 ℡ 087-843-8255                


