
 

日 時‥１１月２２日（金）１０:００～１２:００ 

定 員‥１１名  

講 師‥小西 勇  （ＮＰＯ何かしょうで 

      ネットワーク庵治野海社代表） 

材料費‥３００円 

準備物‥エプロン・三角巾・手ふきタオル 

    プラスチック製ふた付きタッパ(小)         

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 

平成25年11月1日号 

下記①～③講座 申込‥１１月７日(木）９：００～ 会場・連絡先 牟礼コミュニティセンター （℡845-4111） 

            

   

瀬戸大橋架橋25周年を迎えた今、橋造

りに命をかけた杉田秀夫さんの生き方

を見つめなおしてみませんか。 

日 時‥１２月１４日（土）１０:００～１１:３０ 

定 員‥５０名  

講 師‥上原 敏 （歴史研究家）  

初めてでも大丈夫！かぎ針で可愛

い小物を作りませんか？ 

日 時‥１２月２６日（木） ・２７（金） 

      １４:００～１５:３０ 

定 員‥ ８名 （小学４～６年生） 

講 師‥ 上田 尚子 （編み物指導者）  

材料費‥ ２００円 （当日集金） 

準備物‥ かぎ針1本 （5号か６号）  

    

 ゲーム感覚で楽しみなが

ら体験できる健康を目的と

した新しいスポーツです。 

 興味のある方はぜひご参

加ください！ 

場 所‥大町コミュニティセンター 

               大ホール 

日 時‥１１月２４日（日）  

      １３：００～１６：００ 

申 込‥牟礼スポーツ吹矢同好会 

      代表 岡田 遼介 

       （℡845-9503） 

 
 

 

■主 催 2014年牟礼地区成人式実行委員会 

■共 催 むれコミュニティ協議会 

■日 時 平成26年1月3日（金） 

        10:30受付 11:00開式 

■会 場 牟礼コミュニティセンター ホール 

■対象者 平成5年4月2日から平成6年4月1日 

までに生まれた人で，牟礼地区内の 

小学校・中学校を卒業した人。 

■問合せ 2014年牟礼地区成人式実行委員会 

    （牟礼コミュニティセンター℡ 845-4111） 

“成人式を私たちが育ったまち『むれ』で”を合言葉

に，2014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。 

 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再会も楽しみです。 

☆手作りの成人式は全国でもめずらしく新成人を祝

福しましょう。 

2014年牟礼地区成人式実行委員会 

 

がん検診の申し込みはされましたか？９月から実施中の健康チャレンジ２０１３に多数のご参加 

ありがとうございます。健康チャレンジも残すところ後１か月となりました。なお、黄色いチェック 

カードは集計を行いますので、12月10日までに牟礼コミュニティセンター事務所までご提出ください。 

健康チャレンジ２０１３に参加されている皆様へ 

 

 牟礼在住マジック大好き長谷川さんと牟礼出身フルート奏

者浜川さん率いる「ルロットオーケストラ」をお招きします。 

前半は楽器がテーマのワークショップと楽しい 

マジックショー、後半はオーケストラの素敵な 

生演奏をご披露！プレゼントもお楽しみに！ 

■日 時 平成25年12月8日（日） 

 ①10:00～11:00 おもしろ楽器作って触って！＆マジックショー 

 ②11:10～12:00 オーケストラ演奏会（②のみ参加可） 

■会 場  大町コミュニティセンター ホール 

■対 象  ①のみ年中～小学生 (未就学児は保護者同伴） 

■定 員  ①子ども40名    ② ①の子ども40名＋50名まで 

■材料代 ①楽器材料代(前納)500円  

■主 催  大町コミュニティセンター・牟礼コミュニティセンター 

■共 催  椿母親クラブ 

■申 込  11月7日(木)9:00～ 

        （大町コミュニティセンター ℡870-1306） 

※駐車場は大町郵便局横の牟礼支所駐車場をご利用ください 

 ①東讃初の香川本鷹を使った 

  まじ辛(大人の）アイス作り 

②架けろ！皆の夢を紡ぐ瀬戸大橋 ③子ども編み物教室 



◆受付：来館・電話共に11月7日（木）９時～　　

№ 講座名・学習内容 講　師 日　　時 定員 持ち物

やさしいフォークダンス教室

老若男女誰でも簡単に踊れる健康的な
フォークダンス。初めての方でも
大丈夫！軽快な音楽に合わせて
楽しく踊ってみましょう。

プリザーブドフラワー体験講座
～クリスマスアレンジ～

クリスマスの準備に華やかさをプラス。“いつま
でも美しい”プリザーブドフラワ―を用いて素敵
なアレンジに挑戦してみましょう！

素敵！しめ飾りづくり体験①②

毎年準備するしめ飾り、今年はお手製
で作りませんか？素敵な作品を玄関に
飾って晴れやかに新年を迎えましょう。

生花フラワーアレンジメント体験講座
～お正月アレンジ～

新春を彩る花々と飾りを添えて素敵なアレンジづ
くりに挑戦してみましょう。

№ 講座名・学習内容 講　師 日　　時 定員 持ち物

ふるさと探訪ウォーク③

高松市市民活動支援バスを利用し庵礼西国33観音
24輩を巡ります。(来館の際に当日の予定表配布)

実践！年賀状講座①②(2日間講座)

そろそろ年賀状の季節が近づいてきました。あな
ただけの手書きの年賀状に挑戦してみましょう。

Windows 8  入門

Windows8をお持ちの方必見！
1回限りのお助け講座。Windows8の
入門編としてお役立て下さい。

お正月のこけ玉づくり

毎年好評のお正月のこけ玉づくり。
和風にアレンジされたこけ玉は
お正月飾りに最適です。

郷土歴史講座（全4回）

①日本誕生！この国を造った神々の物語
②さぬき発！菅原道真の改革
③中国・虞美人草の伝説！
④天才信長の恋と改革

№ 講座名・学習内容 講　師 日　　時 定員 持ち物

リッラクスヨガ

初心者の方も大歓迎！ゆったりとした気持ち
でリラックスヨガを楽しんでみませんか？

3
ビットバレー高松

溝口　勲

Windows8の
ノートパソコン

筆記用具

◆◆女性教室◆◆申込み先　牟礼コミュニティセンター　Tel 845-4111◆◆

11
月

2
桜華書道会代表

塩田　　桜華

11月25日(月)
12月2日(月)

①13：00～14：30
②15：00～16：30
(①か②の時間帯)

各
15名

希望者は当日
ペン等購入可

10名

ヨガインストラクター

松岡　亜希子

11月25日（月）
10：00～11：30

30名

ヨガマットまた
はバスタオル

飲み物
動きやすい服装

11月21日(木)
9：30～16：00
牟礼図書館
駐車場集合

9：20

◇◇申込み先　牟礼コミュニティセンター　Tel 845-4111◇◇

5
歴史研究家

上原　敏

1月9日～1月30日
10：00～11：30
(毎週木曜日)

30名 筆記用具

4
盆栽家

ザビエ　ブルセ

12月19日（木）
10：00～11：30

16名

600円
(弁当代及び

保険料)

高松市
文化財保護協会

牟礼分会
1

11月29日（金）
10：00～11：30

10名

エプロン
持ち帰り用袋

1,500円
(材料費)

◆対象：牟礼地区にお住まい，お勤めの方

1

4

日本スクエアダンス会員

坂東　拓哉

11月19日～
12月17日
(毎週火)

10:00～12:00
(全5回)

3

1級フラワーデザイナー

石丸　まさみ

11月27日（水）
10:00～12:00

造形WOODY講師

宮脇　麻有美

20名
体育館シューズ
汗ふきタオル

飲み物

1級フラワーデザイナー

石丸　まさみ

12月25日（水）
10:00～12:00

◇◇申込み先　大町コミュニティセンター　Tel 870-1306◇◇

10名

1,800円
（材料費）

花切りばさみ
持ち帰り用袋

2

12月24日（火）
①10:30～12:00
②13:00～14:30

各
20名

500円(材料費)
花切りはさみ
洗濯バサミ3個
※動きやすい
ズボン着用

10名

1800円
（材料費）

花切りばさみ
持ち帰り用袋

※材料費等は，必ず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） 


