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高松市大町コミュニティセンター 

 牟礼公民館・大町コミュニティセンターでは、年間を通して色々な「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掲示等で行っています。 

 生涯学習を通して，暮らしや地域づくりに活かせる学習をしましょう！ 

詳しくは、「牟礼地区文化祭特別号」(10月1日発行予定）をご覧下さい。 

日時：１０月２０（土）・２１（日） ９：００～ 

場所：牟礼公民館・牟礼老人福祉センター 

人権講座｢人権 ちょっといい話」 

場 所‥牟礼支所・第一会議室 

日 時‥１０月１０日（水） 

    １０：００～１１：３０ 

定 員‥５０名  

講 師‥牟礼小学校教頭 宮田一真先生 

申込み‥９月５日(水）９時～ 

    牟礼公民館８４５－４１１１ 

✿日時‥9月10日(月)20日(木)26日(水) 

    19:00～20:00  

✿定員‥20名   ✿参加費‥無料 

✿場所‥牟礼公民館・会議室 

  お問い合わせお申込みは 

   松岡美也子(845-3754)まで 

 手話は耳の不自由な人にとって、大切なコミュ

ニケーション方法の一つです。私達の回りには手

話と知らずに使っていることも多くあります。 

 今回の体験教室は、手話の簡単な挨拶や自己紹

介などの学習をしますのでぜひご参加下さい。  

＜手話サークル萩＞ 同好会体験教室 
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 ①文字入力に挑戦！  9月25日(火) 

 ②｢Word｣ワードに挑戦！  10月2日(火) 

 ※パソコンは１回200円で貸し出し有。  資料代100円 

   

中 
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者 
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 ①インターネットの活用術について  10月 9日(火) 

 ②パソコンのメンテナンスの方法  10月16日(火) 

 ③DVDにデータを保存しよう  10月23日(火) 

 ④パソコンに音楽を取込み活用しよう  10月30日(火) 

※基本操作や文字入力、データの保存

ができ、持参できるノートパソコンを

お持ちの方が対象。 

 資料代200円 

  時 間：１０：００～１１：３０  定員１０名 

  申込み：９月５日(水）９時～ 

  大町コミュニティセンター（８７０－１３０６)まで 

 私たちの身の回りの人権につ

いて、いっしょに考えてみま

しょう。 

そこには、いろいろな気づきが

生まれます。 

むれコミュニテイ協議会会長杯＊囲碁・将棋大会＊ 

！参加者募集！ 

 ・日   時・・10月20日(土) 9:00～ 

 ・会   場・・牟礼老人福祉センター 大集会室 

 ・対 象 者・・牟礼地区に居住・お勤めの方 

 ・申 込 み・・９月５日(水)～２８日(金)の間 

         牟礼公民館（℡845-4111）まで 

 

カラオケ発表会出場者募集！ 
 ・日   時‥‥10月20日(土）  

           開場９：００開演９：３０ 

 ・会   場‥‥ 牟礼公民館大ホール 

 ・対 象 者‥‥ 牟礼地区に居住・お勤めの方 

 ・参 加  費‥‥  いずれも１人（組） 

            一般1,000円・中学生以下500円 

 ・募集定員‥‥  50人（組）程度 

 ・募集要件‥‥  1人（組）１曲（２コーラス） 

 ・使用音源‥‥  通信カラオケ「DAM」を使用 

 ・申込み  ‥‥ 9月5日(水)～9月28日（金) 

大町コミセン（℡870-1306）で受付 
 

＊出場順・詳細につきましては、 

１０月中旬頃にお申込み頂いた 

   皆様にお知らせいたします。 

どちらも子ど

も達、大歓迎

で～す！ 

大人の部 
中学生 

以下の部 

 

 参 加 費 

(昼食バザー券含） 
1,000円 500円 

定員  
 将 棋 ４０名 ２０名 

 囲 碁 ３０名   



◆受付：  ９月５日（水）９時～　

№ 講座名・学習内容 講　師 日　　時 定員 材料費･持参物

武術チャンピオン直伝！ゆったり健身法

だれでもできるストレッチを武術の要素を取り入れ
ながら無理なく実践してみましょう。

古紙からエコバックづくり

新聞や包装紙を使って持ち手のあるバックを作って
みましょう。

葉っぱでバッタ！？

一枚の葉から切って折って…あっという間にバッタ
の完成！お友達やご家族に自慢しちゃいましょう♪

上手く子犬を育てるためには？

これから犬を迎えたい人、子犬を飼い始めた人必
見！しつけのいろはを一緒に学習しましょう。

藍染にチャレンジ！（館外学習）

工房を訪ね、本藍での藍染を体験してみましょう。
今回は「ハンカチ」を作ります。

№ 講座名・学習内容 講　師 日　　時 定員 材料費･持参物

ふるさと探訪ウォーク③

原八幡～明待ち～弁慶の投石～船戸神社～中村窯跡
～中村公民館～丸山古墳～浜神社～高燈籠～道の駅

粘土で作るスイーツ・フォトスタンド

粘土で大好きなスイーツを作り、素敵な写真立てに
飾りましょう。初心者でも大丈夫！

おしゃれなこけ玉づくり　②

フランス人講師からムラサキシキブを使ったこけ玉
作りを学びましょう。

いざという時の実用書道（2日間講座）

～ペン・筆ペンの使いこなし術～
のし袋や芳名帳などいざという時の練習をします。

シェフに学ぼう～おうちでレストラン～

家庭でできるお手軽フレンチに挑戦しませんか！

国際ホテルでテーブルマナー

おうちでレストラン講師、松原シェフのフレンチを
いただきながらテーブルマナーを学びます。

6
ぐりる屋島店長(国際ﾎﾃﾙ)
　テーブルマナー講師

　末友　敏郎

11月9日(金)
11:30～13:00
※10:40集合

20名
3,000円

牟礼公民館よ
り送迎バス有

4
桜華書道会代表

塩田　桜華

10月29日(月)
11月5日(月)
13:30～15:00

15名
無料

希望者は当日
ペン等購入可

5
　高松国際ホテル
　洋食料理長
　松原　勉

10月30日(火)
10:30～13:00

20名
1,000円

エプロン･手拭
三角巾･筆記用具

2
荻野ドールハウス主宰

荻野　美紀代
9月24日(月)
10:00～12:00

12名 800円

3
盆栽家

ザビエ　ブルセ
10月4日(木)
10:00～11:30

15名
1,200円
エプロン

◇◇申込み　牟礼公民館　Tel 845-4111◇◇

1
高松市文化財保護協会

牟礼分会の皆さん

9月20日(木）
9:30～11:30
※原八幡集合

30名
200円

保険料含む

4
穴吹動物看護カレッジ

講師　村尾　智
10月6日(土)
10:00～11:30

15名 無料

5
もえぎの里　管理者

石本　伸也

10月19日(金)
10:00～12:00

※もえぎの里集合
10名 1,000円

2 センター職員
9月27日(木)
10:00～11:30

10名
無料

水糊･ハサミ

3 センター職員他
10月5日(金)
10:00～11:30

10名
105円
ハサミ

◆対象：牟礼地区にお住まい，お勤めの方

◇◇申込み　大町コミュニティセンター　Tel 870-1306◇◇

1
ＮＰＯ法人日本中華
武術協会副理事長

金森庸二

9月18日(火)～
11月27日(火)
10:00～11:30

(全8回)

30名
無料

上靴・お茶
動きやすい服

※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） 

９・１０月の休館日  牟礼公民館・大町コミセンは，祝日と年末年始が休館日です 

※図書館の休館日は，牟礼公民館と異なります。    ９月１７日（月）・２２日(土) 

 １０月   ８日(月) 


