
むれコミニティ協議会では、各種講座や同好会等の学習活動成果を発表する場として、

展示会場を設けています。展示期間は１回につき、おおむね３週間程度です。希望団体(者)は

牟礼コミュニティセンター事務室までご相談ください。 ℡８４５－４１１１

Ｎｏ． 講座名・学習内容 講 師 日 時 定 員 持ち物・その他

１
みつろうエコラップづくり

高松市消費者団体

連絡協議会

5月13日（木）

13:30～14:30
8名

飲み物・マスク

１００円（材料代）脱プラスチックの第一歩！環境にやさしく、おしゃれな

「みつろうエコラップ」を一緒に作りましょう。

２  

らくらくピアノ （全5回）
らくらくピアノ認定講師

松浦 美恵

5/17,31 6/7,21

7/5（各月曜）

13:30～15:00 

10名 

マスク・飲み物

キーボード（あれば）

1,650円（楽譜代）
ピアノが無くても楽譜が読めなくても大丈夫！「気軽」

「喜び」「集い」をキーワードに音楽を楽しみましょう。

３
おやこ広場きらきら ✿春み～つけた！✿

むれ子育てふれあいセンター

出前広場

5月 7日（金）

10:00～11:30
6組

飲み物・マスク

ハンドタオル親子ふれあい遊びやまねっこ遊び、シール遊びを行い

ます。みんなで楽しみましょう！
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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  

低金利時代のローンを利用した家計の見直し
百十四銀行八栗支店

支店長代理 上戸裕司

今福 景

4月 9日(金)

10:00～11:00
10名

マスク・飲み物

筆記用具
住宅ローンを借りっぱなし・・・低金利で借りたつもり・・・。そん

な方は借り換えでもっとお得になるかも。全期間固定など、最

新の住宅ローン情報をお伝えします。

２  
スマホいきいき塾 Ⓐ

ビットバレー高松

溝口 勲  

4月13日(火)

13:30～15:00
20名

マスク・飲み物

筆記用具

スマホ・タブレット
スマホの新料金プランへの切り替え方法について。

＊内容が異なるためⒶとⒷの両方受講可能

３  

一人で踊れる！カントリーダンス (全2回)
日本スクエアダンス協会

シニアコーラー

多田 伸司

4月15日（木）

5月 6日(木）

10:00～11:00 

10名
マスク・飲み物

動きやすい服装

靴・タオル

ビートの効いたカントリーミュージックにのせてかっこよく踊りま

しょう。家族一緒に手軽に楽しめるおこもり生活にピッタリのダ

ンスです。

４  

スマホいきいき塾 Ⓑ
ビットバレー高松

溝口 勲  

4月27日(火)

13:30～15:00
20名

マスク・飲み物

筆記用具

スマホ・タブレット
ペイペイをインストールしてキャッシュレス社会の波に乗りま

しょう。＊内容が異なるためⒶとⒷの両方受講可能

３月９日（火）10:00～電話受付開始 牟礼町外の方 ３月１６日（火）10：00～受付開始   
☆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際、自己都合の欠席は返金がない場合があります。

☆おつりの用意はありません。☆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ください。★感染症予防のため、検温、マスクの着用とスリッパ・上靴のご持参にご協力ください。

３月８日(月) １０:００～ 電話受付開始 

自分の身体に向き合いながら、自分のペースでゆっくり身
体をほぐします。身体が硬い人も大丈夫。ナビゲーター
ふじいみきさんと一緒に、心地良い時間を過ごしましょう。

■会 場  大町コミュニティセンター第１会議室
■活動日  月曜日（月３～４回）

１９：３０～２１：００
■月 謝 ３，０００円（１，０００円/体験）
■問合せ 大町コミュニティセンター

自力整体おおまち会員募集のお知らせ

■会 場 牟礼コミュニティセンターホール
■活動日 毎週火曜日 １３：００～１５：００
■準備物 飲み物・動きやすい服装
■問合せ ０９０－１５７７－６９７３ (宮川)

フラダンス同好会モハラです。コロナで運動不足になりがちな

今だからこそ、ゆったりとしたリズムとステップで、体幹を鍛えま

せんか。年齢は問いません。３月１６日(火)１３：３０～１４：３０に
体験会を実施します。ぜひご参加ください。

モハラ無料体験会 ・ 会員募集のお知らせ



1 コーロ・ルーチェ牟礼 コーラス 毎週火 9:30～11:30 1 ３Ｂ体操　太田教室 ３Ｂ体操 毎週月 10:00～11:30

2 牟礼パソコンクラブ パソコン 第2・4火 10:00～12:00 2 赤いくつ フォークダンス 毎週月 10:00～12:00

3 モハラ フラダンス 毎週火 13:00～15:00 3 機能改善ストレッチ ストレッチ 第2・4月 13:30～14:30

4 ＤＯＩＹＡ！ DOIYA! 毎週火 19:30～20:30 4 自力整体　おおまち 自力整体 毎週月 19:00～21:00

5 絵を楽しむ会・キャロット 洋画 毎週水 9:30～11:30 5 ヘルスケアサークル 介護予防体操 毎週火 11:00～12:00

6 大正琴　ユーカリグループ 大正琴 毎週水 10:00～12:00 6 牟礼結びの会 ロープワーク 第2・4火 10:00～12:00

7 牟礼馬酔木会 俳句 第2・４水 12:30～14:30 7 読書同好会牟礼 読書 第1火 13:30～15:30

8 絵てがみ同好会 絵てがみ 第2・4水 13:30～15:30 8 スマイル 二胡 毎週火 13:00～15:00

9
牟礼スポーツウエルネス
吹矢同好会

吹矢 毎週水 13:30～15:30 9 牟礼カンフー同好会 中国武術 毎週火 20:00～22:00

10 和紙ちぎり絵牟礼同好会 ちぎり絵 第2木 10:00～12:00 10 スローフローヨガ ヨガ 毎週水 10:00～12:00

11
楽しい英会話
ELEVENSES(イレブンジズ)

英会話 毎週木 10:00～12:00 11 ボールルーム同好会 社交ダンス 毎週水 19:00～21:00

12 キッズ　HIP・HOP　ダンス キッズダンス 毎週木 16:00～17:00 12 シャキットマリアージュ 健康体操等 毎週木 9:30～11:30

13 おはなしひろば「なかよし」 読み聞かせ 第１金 9:30～11:30 13 ゆうかり句会 句会 第3木 10:00～12:00

14 牟礼町ビデオクラブ ビデオ 第2金 15:00～17:00 14 香川ヨーガ道友会牟礼 ヨーガ 第1・2・4木 13:00～15:00

15 手話サークル萩 手話 毎週金 19:00～21:00 15 牟礼ジョイフルハーモニー ハーモニカ 第2・4木 13:30～15:30

16 さぬきドリームスクエアーズ スクエアダンス 毎週土 13:00～15:00 16 吾妻流日舞「春志郎会」 日舞 毎週木 16:00～18:00

17 平家物語を読む同好会 文学・歴史 第3土 13:30～15:00 17 民謡江差追分支部会 民謡 第1・3木 19:00～21:00

18 牟礼っ子フェンサーズ フェンシング 毎週土 17:00～19:00 18 牟礼町練功法同好会 太極拳 毎週金 10:00～12:00

19 牟礼盆栽クラブ 盆栽 第2日 10:00～12:00 19 ３Ｂサイトウ教室 ３Ｂ体操 毎週金 19:30～21:30

20 むれけん ストレッチ 第1・3土 10:30～11:30

21 牟礼スポーツダンス同好会 社交ダンス 毎週土 19:00～21:00

令和３年度より新たにスタートする同好会です

曜　日 時　間

■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

№ 同　好　会　名 活動内容 曜　日 時　間 № 同　好　会　名 活動内容

４月１日より牟礼・大町コミュニティセンターでは様々な同好会が活動スタート！

随時入会可能ですので「何か始めたい」とお考えの方、ぜひご検討ください。

地域の皆様の参加をお待ちしています！


