
公民館・コミセンだより♪ 
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■日 時  １１月６日（土） 

      ９：００開場・９：３０開演 

■会 場  牟礼小学校体育館 

■対象者  牟礼地区にお住まい・お勤めの方，また 

      は牟礼地区で活動をしているグループ 

■参加費  １，０００円〔１人（組）〕 

■募集定員 ８０名（組）※先着順 

■出場要件 １人（組）１曲（２コーラス） 

■使用音源 通信カラオケ「ＤＡＭ」 

■申込み  ９月６日（月）～９月２９日（水）の間 

      牟礼公民館で受付（TEL 845-4111） 

 ※ただし，定員になり次第締め切り 

※出場順・詳細については，１０月中旬頃に 

公民館より お申込みいただいた皆様にお 

知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２年９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

 
“成人式を私たちが育ったまち『むれ』で”を合言葉に，

2011 年牟礼地区成人式を開催するため，新成人有志で実
行委員会を結成し，準備を進めています。対象の皆さん 
へは，10 月 1 日に案内状を発送する予定です。皆さんの
協力を得ながら，思い出に残る，私たちらしい｢牟礼地区

成人式｣にしたいと思っています。また，旧友や恩師の皆

さまとの再会も楽しみにしています。皆さんのご参加を 
お待ちしています。  

2011 年牟礼地区成人式実行委員会
 
■主 催 2011 年牟礼地区成人式実行委員会 
■共 催 高松市立牟礼公民館 
■日 時 平成２３年１月３日（月） 
     １０：３０受付・１１：００開式 
■会 場 大町コミュニティセンター 
■対象者 平成２年４月２日から平成３年４月 

１日までに生まれた人で，牟礼地区 
内の小学校を卒業した人。 

■問合せ 2011 年牟礼地区成人式実行委員会 
     （牟礼公民館 TEL ８４５－４１１１）

☆ 9 月・10 月の高齢者教室 ☆ 

牟礼地区にお住まいで，概ね６０際以上の方ならどな 

たでも参加できます。受講料は無料です。申込みは， 

いずれも牟礼公民館（TEL ８４５－４１１１）まで。 

【９月】『知って得する老後の暮らし』 

子どもや孫の世話にならず，自立した生活を送る

 方法や考え方について学びましょう。 

 ●講 師 粂井 英二 

（元穴吹医療・福祉カレッジ校長） 

●日 時 ９月２１日（火） 

１０：００～１１：３０ 

 ●会 場 高松市牟礼支所東館 2F 第 1 会議室 

 ●定 員 ４０名 

【１０月】『肩こり・腰痛改善体操』 

フットセラピーでの足つぼマッサージにも挑戦！

 ●講 師 河村 要（健康運動指導士） 

●日 時 １０月１９日（火） 

１０：００～１１：３０ 

 ●会 場 高松市牟礼支所東館 2F 第 1 会議室 

 ●定 員 ４０名 

 

☆ 9 月・10 月の女性者教室 ☆ 

牟礼地区にお住まいの女性なら，どなたでも参加でき 

ます。受講料は無料です。申込みは，いずれも牟礼公 

民館（TEL ８４５－４１１１）まで。 

【９月】『もしもあなたが裁判員になったら…』

 昨年５月にスタートした裁判員制度。制度の仕組みや 

裁判員裁判の現状等に，色々な疑問や関心をお持ちの 

方，この機会にぜひ一緒に学習しましょう。 

●講 師 坂本 都司夫（高松地方裁判所事務局長）

●日 時 ９月１７日（金） 

１０：００～１１：３０ 

 ●会 場 牟礼老人福祉センター2F 第 1 会議室

 ●定 員 ２０名程度 

【１０月】『ビーズクラフトを楽しみましょう』

 ビーズを通すだけの簡単ラリエット。ロングネックレ 

スやネームホルダーなど色々な用途に使えるバリエー 

ション豊富な作品作りに挑戦しましょう。 

●講師  野口 仁美（ビーズクラフト講師） 

●日時  １０月２１日（木） 

１０：００～１２：００ 

 ●会場  牟礼老人福祉センター2F 第 1 会議室

 ●定員  １５名 

 ●材料費 ５００円 ※10/11 までに公民館事務所へ

 ※受付は，９月６日（月）９：００～ 

今年の牟礼地区文化祭は，１１月６日（土）・７日（日）

の両日，大町コミュニティセンターおよび牟礼小学校で開

催します。詳細については，１０月１５日発行の「地区文

化祭特別号」でご案内します。 



 

 

受講料は無料です。準備物は申込み時にお知らせします。詳細についてのお問合せは，申込み先へ。定員になり次第締め切

ります。※材料費等は，申込の際にお支払ください。入金後は，原則返金できません。（但し，講座の 10 日前までは返金可） 

講…講師名 日…期日・期間・曜日・回数 会…会場 申…申込み先 定…定員 材…材料費等 備…備考 

 

① 自然災害に備えて… ～自然災害と損保～ 

最近，台風や大雨・地震などの自然災害が多発しています。 

こうした自然災害は防ぐことができず，私たちの生活に多 

大な損害を与えます。そのような経済的損失を備えるため 

の損害保険の種類や補償内容について，学習しましょう。 

講…鈴木 文明（日本損害保険協会四国支部事務局長） 
  小塚 照夫（日本損害保険協会四国支部副長） 
日…９月１６日（木）１０：００～１１：３０ 
会…牟礼老人福祉センター2F   
申…牟礼公民館 TEL ８４５－４１１１ 
定…２０名 

② 瀬戸内「海道」の歴史 ～海から見た郷土～ 

讃岐廻船「海難多発海域」の気象と遭難事故！近世大回し 

の廻船が，海難に遭遇した海域と気象について学習しまし 

ょう。 

講…多田 春芳（元琴平海洋会館常任理事） 
日…９月３０日（木）１０：００～１１：３０ 
会…牟礼老人福祉センター2F   
申…牟礼公民館 TEL ８４５－４１１１ 
定…２０名 
 

③ ムービーメーカー入門講座 

「デジカメ」で撮ったあなたの好きな写真を，音楽の入っ 

た動画に編集してみましょう！ 

講…溝口 勲（NPO法人ビットバレー高松講師） 
日…９月２４日～１０月２２日（毎週金）〔５回〕 

１０：００～１１：３０ 
会…牟礼老人福祉センター2F  
申…牟礼公民館 TEL ８４５－４１１１ 
定…１５名 
備…ノートパソコン（Windows7・Vista 以上）と 
  デジカメを持って参加できる方に限ります。 

④ ムービーメーカーの動画編集講座 

ビデオカメラで撮影した動画を加工して，あなただけのオ 

リジナル動画を作ってみましょう！ 

講…溝口 勲（NPO法人ビットバレー高松講師） 
日…１０月２８日（木）・２９日（金）・１１月２日 

（火）〔３回〕 １０：００～１１：３０ 
会…牟礼老人福祉センター2F  
申…牟礼公民館 TEL ８４５－４１１１ 
定…１５名 
備…ノートパソコン（Windows7・Vista 以上）を持 

って参加できる方に限ります。 

●受付…９月６日（月）９：００～ 
●対象…牟礼地区にお住まい，またはお勤めの方 

⑤ 食と農の知っ得講座 

食品表示には消費者の求める情報が詰まっています。日ごろ

よく目にする食品表示について，一緒に学習しましょう。 
講…香川農政事務所消費生活課職員 
日…９月２１日（火）１０：００～１１：３０ 
会・申…大町コミセン TEL ８７０－１３０６ 
定…３０名 

⑥ リラックス・ヨーガ教室 

ヨーガの呼吸法や体位法を学び，ヨーガで心と体を 
リフレッシュしませんか！ 
講…江口 晏子（香川ヨーガ道友会講師） 
日…９月２８日～１２月７日（毎週火）※祝日を除く 

１０：００～１１：３０ 〔１０回〕 
会・申…大町コミセン TEL ８７０－１３０６ 
定…３０名 

⑦ 初心者のための日舞教室 

結婚式やお祝の席で踊れる格調高い日舞を，簡単な振付けで

マスターしましょう。見学だけでも歓迎します。 
講…吾妻 春志郎（吾妻流日本舞踊師範） 
日…９月１１日（土）・１４日（火）・１８日（土）， 

１０月２日（土）・２３日（土）・３０日（土） 
 〔６回〕 １０：００～１１：３０ 

会・申…大町コミセン TEL ８７０－１３０６ 
定…１０名 
備…着付けのお手伝いします。扇は無料貸与します。 

⑧ ママとベビーの体操教室 

ベビーマッサージや楽しいエクササイズを通じて，ママのリ

フレッシュとベビーとのスキンシップを図りましょう。 
講…大浦 久美（(社)日本３Ｂ体操協会公認指導者） 
日…１０月７日～１０月２８日（毎週木） 

１０：００～１１：３０ 〔４回〕 
会・申…大町コミセン TEL ８７０－１３０６ 
定…１５組  備…１歳未満の乳児とお母さんを対象 

⑨ 中級英会話教室 

初心者からステップ・アップ！英会話をみんなで楽しみまし

ょう。 
講…Ｒyan Ｋeeble〔ﾗｲｱﾝ ｷｰﾌﾞﾙ〕（ＡＬＴ） 
日…１１月２日～３月２２日（毎週火） 
  ※祝日・１２／２８～１／４を除く 

１４：００～１６：００ 〔１８回〕 
会・申…大町コミセン TEL ８７０－１３０６ 
定…１５名  


