
     公民館・コミセンだより♪ 

 
 

これまでユーカリ会館として，皆様に親しまれてき

ました大町公民館が，平成２２年４月１日，牟礼地区 
で初となる「大町コミュニティセンター」としてオー 
プンします。公民館は，高松市が管理運営してきまし 
たが，コミュニティセンターは，むれコミュニティ協 
議会が指定管理者となり，市からの管理経費で管理運 
営します。今後も，牟礼公民館との連携をより一層密 
にしながら，市民による市民のためのサービス，生涯 
学習講座，同好会活動，交流会活動など，活動内容を 

充実していきますので，これからも大町コミュニティ 
センターをよろしくお願いします。 
また，牟礼地区にコミュニティセンターができたこ 

とにより，むれコミュニティ協議会の事務局は，大町

コミュニティセンターに置くことになります。今後の

牟礼地区の「協働によるまちづくり」の拠点となりま

すので，まちづくりに 
対するご意見，ご要望， 
ご提案など，お気軽に 
お持ち寄りください。 
みんなで考えていきま 
しょう。  

 

ご利用あんない 
 
公民館・コミュニティセンターを，地域の皆様の 

“集い”と“学び”の場としてご利用ください。 
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生 涯 学 習 講 座 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
公民館・コミュニティセンターでは，年間を通して「生涯学習講座」を開講します。講座・教室のご案内は，「公民館・コ 
ミセンだより♪」および，防災行政無線放送，公共施設・町内スーパー等へのチラシの掲示で行います。 

●生涯学習講座 

 牟礼地区にお住まい・お勤めの方を対象に，暮ら 
しに役立つ学習や，パソコン，料理やものづくり 
講座，気持ちも心も和らぐ音楽や体操教室等，様 
々な分野の学習の場をご用意します。企画運営委 
員会による「市民講座」も魅力いっぱいです。 

●わくわくこうみんかん 

 牟礼地区の子どもたちや親子を対象とした，楽し 
くてわくわくする教室や体験講座です。日常では 
経験できないことにチャレンジしてみましょう！ 

 
 
 
 
 
 
 

平成２２年４月１日号 
発行：高松市立牟礼公民館 
   大町コミュニティセンター

■牟礼公民館 

   TEL ８４５－４１１１ 

   ※牟礼南公民館の申込み・お問合せは， 

    牟礼公民館へお願いします。 

■大町コミュニティセンター 

TEL ８７０－１３０６ 

 

●休館日 

   祝日と年末年始（12/29～1/3） 

   ※祝日と日曜日が重なった場合は開館とし， 

     翌日を閉館する。 

●開館時間 

   午前９時から午後１０時まで 

   ※日曜日は午後５時まで。 

生涯学習を通して，くらしや地域づくりに活かせる学習をし，また，も

のづくりの楽しさや喜びを味わいましょう。そして，仲間づくりの輪を

広げ，“元気でいきいきした人づくり・まちづくり”につなげましょう！

●高齢者教室  

牟礼地区にお住まいの概ね６０歳以上の方を対象 
に，健康管理やレクリエーション，また世代間交 
流等，生きがいづくりを進めましょう。 
 
 

●女性教室 

牟礼地区にお住まいの女性を対象に，女性の視点で

環境や社会参画，家庭教育等について，一緒に学び

考えていきましょう。 

【公民館・コミセンだより♪の発行について】 

「公民館・コミセンだより♪」は，牟礼公民館・大町コミュニティセンターが共同発行し，それぞれの行事や生涯 
学習講座・各教室のご案内，また同好会活動の紹介等をお届けします。「公民館・コミセンだより♪」は，牟礼地区 
連合自治会のご協力により，自治会加入世帯に配布していただいています。また，公民館・コミセン・牟礼支所等 
にも置いています。発行は，奇数月（3 月を除く）の定期号と，4 月・10 月の特別号の年間 7 回です。 



 

 

 

受講料は無料です。準備物は申込時にお知らせします。詳細についてのお問合せは，申し込み先へ。 

※材料費は，申込みの際にお支払ください。入金後の材料費は，原則返金できません。（ただし，講座日 

の 10 日前までは返金可） 

講…講師名  日…期日・期間，曜日，回数 会・申…会場・申込先 定…定員（※定員になり次第，受付を終了）  

材…材料費等（実費） 備…備考 

  

１ 初心者のための英会話教室 

 Let’s Try！ 英会話の基礎や，米国の生活文化 
を楽しく学びましょう！ 

講…Reese Mankenberg（ALT） 
日…４月２７日～１０月２６日 毎週（火） 

  １４：００～１６：００〔計１９回〕 

  ※7/14～8/31 の間は，休講 

会・申…牟礼公民館 TEL ８４５－４１１１ 

定…２０名 

   
 
 

２ おうちでレストラン！ 

「かがわ」が演じる！家庭でできる“お手軽フレ 
ンチ！”プロに学ぶ料理のコツあれこれ。 

講…松原 勉（高松国際ホテル洋食料理長） 
日…５月１０日（月）１０：３０～１３：００ 

会・申…牟礼公民館 TEL ８４５－４１１１ 

定…２４名 

材…１，０００円 

 

 

３ 男性のための“料理い・ろ・は” 

  “これだけは”のおかず作り 
料理の経験があまりない男性でも大丈夫！和食の 
基本の料理方法を学んでマスターしましょう。 

講…山中美妃子（ジュヌヴィエーヴ料理教室） 
日…５月１９日（水）１０：００～１３：００ 

会・申…牟礼公民館 TEL ８４５－４１１１ 

定…２０名 

材…７００円 

備…メニューは，みそ汁，炒め煮（きんぴら等…）， 
煮付け（切り身の魚），和えもの等，ご飯は，鍋 
炊きの白飯を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

４ 「郷土と古都をつなぐ歴史」講座シリーズ 

幕末の動乱に郷土を守るために活躍した志士たちに 
ついて学びましょう。 

講…上原 敏（歴史研究家） 
日…５月１４日・２１日（金） 

１０：００～１１：３０〔計２回〕 

会・申…牟礼公民館 TEL ８４５－４１１１ 

定…２０名 

備…学習内容は，「風雲！高松城と，幕末の群像」，

「革命児 高杉晋作と讃岐の志士たち」です。 

 

 

５ パソコン教室＜初級編＞ 

   ～ワードを使ってみよう！～ 
効率のよい入力の仕方から，文書の編集やイラス 
トの挿入の仕方などを学びましょう。 

講…溝口 勲（NPO法人ビットバレー高松講師） 
日…５月１１日（火）～１５日（土） 

１０：００～１２：００〔計５回〕 

会・申…大町コミセン TEL ８７０－１３０６ 

定…１５名 

材…資料代１，５００円（５回分） 

備…文字入力ができる方が対象です。 

  ノートパソコンをご持参ください。ご持参でき 

ない方は，1 回 200 円で貸与します。 

 

 

６ 初心者のための♪楽しいハーモニカ教室 

  人の息づかいが，そのまま音になる…♪小さな楽器 
が奏でる，どこか懐かしい音色は魅力です。一緒に

ハーモニカを楽しみましょう。 
講…三好美登里（ハーモニカ振興会認定指導員） 
日…５月１８日～９月７日の第１・第３（火） 

９：３０～１１：３０〔計８回〕 

会・申…大町コミセン TEL ８７０－１３０６ 

定…１５名 

材…テキスト代１，２６０円 
備…ハーモニカをご持参ください。購入の場合は， 

  ５，０００円程度実費です。 

 
●受付…４月６日（火）午前９時から 
●対象…牟礼地区にお住まい，またはお勤めの方 



 
 
 
 
 
 
 

スポーツ吹矢協会牟礼同好会 

 このたび「スポーツ吹矢協会牟礼同好会」を 
 結成し，活動をすることになりました。スポ 
ーツ吹矢は，健康を目的とした新しいスポー 
ツです。障がいのある方も一緒に楽しむこと 
ができます。誰でも気軽にできるスポーツ吹 
矢，一度チャレンジしてみませんか！興味の 
ある方は，ぜひご参加ください。 

 
●活動日  毎週月曜日 
      １０：００～１１：３０ 
●活動場所 大町コミュニティセンター 
●会 費  無料 
●問合せ先 大町コミュニティセンター 
       TEL ８７０－１３０６ 

パソコンクラブ 

 牟礼公民館講座として進めてきた「パソコンク 
ラブ」が，４月から同好会として活動すること 
になりました。パソコンは使い方次第で色々な 
用途に使える便利な道具です。仲間同士で楽し 
くスキルアップしませんか！ 
 
●活動日  毎月第２・４火曜日 
      １０：００～１１：３０ 
●活動場所 牟礼公民館 
●募集条件 牟礼地区にお住まいで，ノートパ 

ソコンを持って参加できる方。 
 ●会 費  ５００円（月額） 
 ●問合せ先 牟礼公民館 

 TEL ８４５－４１１１ 

『女性教室』企画運営委員募集！ 

女性教室の企画・運営に積極的に取り組んでいただ 
ける，「女性教室企画運営委員」を募集します。 
女性の持つしなやかな発想，女性の視点で捉えた学 
習を一緒に企画・運営しませんか！ 
 
●募集期間 平成２２年４月６日（火）～ 
           ４月２０日（火） 
●募集人員 １０名以内 
●募集要件 牟礼地区にお住まいの女性 
●活動条件 報酬・謝金はありません。委嘱期間は 

１年間とし，再任は妨げません。 
●応募・問合せ先  牟礼公民館 

TEL ８４５－４１１１ 

『高齢者教室』企画ボランティア募集！ 

毎年６月に開講している「高齢者教室」の企画ボラ 
ンティア・スタッフを募集します。 
学習プログラム，講師の選定等のご意見をお持ちの 
方，一緒に企画しませんか！ 
●募集期間 平成２２年４月６日（火）～ 
           ４月１６日（金） 
●募集人員 ５名以内 
●募集要件 牟礼地区にお住まいの６０歳以上の方 
●活動条件 
 平成２２年４月２２日（木）１０：００～の企画

委員会に出席できる方。報酬・謝金はありません。 
●応募・問合せ先  牟礼公民館 

TEL ８４５－４１１１ 

 

 

 

＊＊＊＊＊                      ＊＊＊＊＊ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＤＯＩＹＡ！ 

  これまで，牟礼町青年会が有志と一緒に，牟礼公民館で練習を続けていましたが，４月から，大町 
コミュニティセンターに活動場所を移し，同好会「ＤＯＩＹＡ！」として，活動することになりま 
した。ＤＯＩＹＡ！では，今年度の新規会員を募集しています。興味がある方，やってみたいなぁ 
…と思う方は，ぜひご一緒に！鳴子の鳴らし方から一緒に練習します。年齢・性別は問いませんの 
で，お気軽にご参加ください。 

 
●活動日  毎週火曜日 １９：３０～２１：００    ●活動場所 大町コミュニティセンター 
●募集要件 ＤＯＩＹＡ！を踊りたい！むれを元気に   ●会 費  １，０００円（年額） 

したい！と思う人。但し，未成年者は保   ●問合せ先 大町コミュニティセンター 
護者の同意が必要です。                 TEL ８７０－１３０６ 



 
牟礼公民館・牟礼南公民館・大町コミュニティセンターでは，多種多彩な同好会が自主的に“楽習”活動をしています。 
ともに集い・楽しむ喜びを分かち合い，「自分づくり」「仲間づくり」そして，「地域づくり」への輪を広げましょう！ 
「何か始めてみたい！」と思っている方，ぜひ一緒に“楽習”しましょう！ 

 
◇牟礼公民館 ※問合せ TEL  845-4111 

№ 同  好  会  名 内 容 指 導 者

1 かな書道同好会むれ 書道 岩佐志津子 

2 コーロ・ルーチェ牟礼 コーラス 
前沢晶子 
岸上美保 

3 パソコンクラブ ﾊﾟｿｺﾝ 河田 稔 

4 絵を楽しむ会・キャロット 油絵 中村光幸 

5 大正琴ユーカリグループ 大正琴 多田羅真理子

6 絵てがみ同好会 絵てがみ 栗田真弓 

7 牟礼町ビデオクラブ ビデオ 西脇二三夫 

8 牟礼朗読ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ「ｱｸｾﾝﾄ」 朗読 広瀬多加代 

9 和紙ちぎり絵牟礼同好会 ちぎり絵 安富より子 

10 中国語同好会 中国語 李 佳坤 

11 手話サークル萩 手話 
十河美博 
十河照子 

12 平家物語を読む同好会 文学 小川太一郎 

 
 
 
◇牟礼南公民館 ※問合せ  TEL  845-4111 （牟礼公民館） 

№ 同  好  会  名 内 容 指 導 者

1 牟礼民踊同好会 民踊 荒木由美子 

2 同好会つばき牟礼 銭太鼓 森本ユキヱ 

3 八栗白鳥太鼓 太鼓 漆原隆志 

4 ３Ｂシェイプ同好会 ３Ｂ体操 濱﨑奈々 

5 三絃会牟礼民謡教室 民謡 天弘房江 

6 あしび牟礼句会 俳句 植田桂子 

7 大町吟詠会 吟詠 － 

8 牟礼ひまわり会 民踊 荒木由美子 

 
 

★，・”☆，・”★，・”☆，・”★，・”☆，・”★ 

     公民館・コミュニティセンターは， 

   自ら積極的に生涯学習活動に取り組む 

    「同好会活動」を応援します！ 

★，・”☆，・”★，・”☆，・”★，・”☆，・”★ 

 
◇大町コミュニティセンター ※問合せ TEL  870-1306 

№ 同  好  会  名 内 容 指 導 者

1 ３Ｂ体操 幡教室 ３Ｂ体操 八幡陽子 

2 ｽﾎﾟｰﾂ吹矢協会牟礼同好会 吹矢 － 

3 ユーカリ囲碁クラブ 囲碁 － 

4 牟礼町太極拳同好会 太極拳 淵本英陽 

5 ヨーガ教室おおまち ヨーガ 奈良克彦 

6 読書同好会牟礼 読書 － 

7 ＤＯＩＹＡ！ DOIYA! － 

8 ボールルーム同好会 社交ﾀﾞﾝｽ － 

9 星友詩吟同好会 吟詠 大島需泉 

10 シャキット・マリアージュ 健康体操 － 

11 押絵同好会 押し絵 白井佳子 

12 木彫同好会きつつき 木彫 加藤信代 

13 香川ヨーガ道友会牟礼 ヨーガ 江口晏子 

14 日本神誠流詩舞牟礼教室 詩舞 松岡岳鳳 

15 吾妻流日舞「春志郎会」 日舞 吾妻春志郎 

16 民謡江差追分支部会 民謡 古本光磨 

17 牟礼町練功法同好会 太極拳 淵本英陽 

18 永和書道会大町コミセン教室  書道 奥谷龍仙 

19 琴城流大正琴水の輪グループ  大正琴 宮武キミヱ 

20 阿波おどり同好会 踊り 四宮生重郎 

21 牟礼吟詠会 吟詠 那須敏風 

22 ３Ｂサイトウ教室 ３Ｂ体操 斎藤麗子 

23 大町太極拳同好会 太極拳 川上義邦 

24 閑適句会 俳句 永森とみ子 

25 サタデー囲碁クラブ 囲碁 － 

26 ３Ｂ体操 高木教室 ３Ｂ体操 八幡陽子 

27 牟礼スポーツダンス同好会 社交ﾀﾞﾝｽ 
北井良和 
北井はるみ 

28 牟礼盆栽クラブ 盆栽 矢野省三 


