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使用許可基準として、地域住民によるまちづくり活動・生涯学習・地域福祉の推進として活動する事を目

的とした場合に限られます。営利目的・宗教目的・政治目的等、内容によっては「不許可」となる場合が

あります。 

 また、長期間にわたる継続使用は認められません。牟礼地区にお住まいの方または事業所の申請は「使

用日の2か月前から」それ以外の場合は「使用日の2週間前から」の受付となります。 

                               （牟礼南会館・牟礼図書館は除く） 

牟礼コミセンの使用料金(円) 

✿電  話：８４５－４１１１ 

✿休 館 日：祝日と年末年始 

✿開館時間：午前９時～午後10時 

 ※日曜日は、午後５時まで 

牟礼南会館の使用料金(円) 

部屋の名称 9-13時 13-17時 17-22時 

大会議室

(2F) 
720 720  1,080 

小会議室

(2F) 
320 320 490 

和室(1F) 470 470 700 

調理室 610 610 920 

冷暖房費は使用料の半額 

※使用申請書は使用月の2ヶ月前の１日から 

 牟礼支所で受付開始 

✿電  話：８４５－２１１１ 

✿休 館 日：祝日と年末年始 

✿開館時間：午前９時～午後10時 

 ※日曜日は、午後５時まで 

大町コミセンの使用料金(円) 

部屋の名称 1時間単位 

会議室（１） 260 

会議室（２） 260 

会議室（１・２） 820 

研修室 120 

和室 120 

冷暖房費は使用料の半額 

✿電  話：８７０－１３０６ 

✿休 館 日：祝日と年末年始 

✿開館時間：午前９時～午後10時 

 ※日曜日は、午後５時まで 

部屋の名称 1時間単位 

会議室（２） 120 

会議室（３） 260 

多目的室 260 

ホール（１） 260 

ホール（２） 260 

ホール（１・２） 490 

調理室 600 

冷暖房費は使用料の半額 

高松市牟礼図書館多目的ホールの使用料金(円) 

部屋の名称 9-12時 13-17時 18-22時 

多目的ホール 10,280 14,400 15,420 

舞台のみ  1,030  1,440  1,550 

ピアノ使用料は3,080円 

冷暖房費は１時間 3,080円 

※使用申請書は使用月の5ヶ月前の１日から 

 牟礼図書館で受付開始 

✿電  話：８４５－４１１３ 

✿休 館 日：毎月曜日（休日の場合は翌日） 

      月末（土・日を除く）と年末年始 

✿開館時間：平日（火～土）午前９時～午後10時 

 ※日曜日は、午後５時まで 

 健康チャレンジ２０１３ 

 昨年の９月から11月までの３カ月間、地域の皆様

のご協力のもと実施された健康チャレンジ２０１３。 

 たくさんの皆様に熱心に参加をしていただいた結果 

《優秀賞》に選ばれました。 

 毎日の個々の取り組みに加え、毎週２回牟礼地区コ

ミュニティセンターに集まり、のびのび元気体操・ラ

ジオ体操を30分間実施しました。体操の後に行った

ジャンケン大会も大変好評でした。 

 これからも、がん検診の受診をこころが

け、日々の運動も大切にしながら、健康長

寿を目指しましょう。 



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　幡教室 ３Ｂ体操 毎週月 10:00～12:00

2 かな書道同好会むれ かな書道 第2・4火 9:30～11:30 2 牟礼町太極拳同好会 太極拳 毎週月 19:00～21:00

3 牟礼パソコンクラブ パソコン 第2・4火 10:00～12:00 3 ヨーガ教室　おおまち ヨーガ 毎週月 19:30～21:00

4 ＤＯＩＹＡ！ DOIYA! 毎週火 19:30～21:00 4 大人の絵日記「バラの会」 絵日記 第1・3火 13:00～15:00

5 絵を楽しむ会・キャロット 油絵 毎週水 9:30～11:30 5 読書同好会牟礼 読書 第2火 13:30～15:30

6 大正琴　ユーカリグループ 大正琴 毎週水 10:00～12:00 6 ボールルーム同好会 社交ダンス 毎週水 19:00～21:00

7 絵てがみ同好会 絵てがみ 第2・4水 13:30～15:30 7 星友詩吟同好会 吟詠 第1・2・3水 20:00～22:00

8 あしび牟礼句会 俳句 第3水 13:00～15:00 8 シャキットマリアージュ 健康体操等 毎週木 9:30～11:30

9 牟礼スポーツ吹矢同好会 吹矢 毎週水 13:30～15:30 9 押し絵同好会 押し絵 第2木 9:30～11:30

10 牟礼町ビデオクラブ ビデオ 第2水 19:00～21:00 10 木彫同好会きつつき 木彫 第1・3木 13:00～15:00

11 和紙ちぎり絵牟礼同好会 ちぎり絵 第2木 10:00～12:00 11 香川ヨーガ道友会牟礼 ヨーガ 第1・2・4木 13:00～15:00

12
楽しい英会話
ELEVENSES(イレブンジズ)

英会話 第2・4木 10:00～12:00 12 日本神誠流詩舞牟礼教室 詩舞 毎週木 16:00～18:00

13 キッズ　HIP・HOP　ダンス キッズダンス 毎週木 16:00～17:00 13 吾妻流日舞「春志郎会」 日舞 毎週木 18:00～20:00

14 手話サークル萩 手話 毎週金 19:00～21:00 14 民謡江差追分支部会 民謡 毎週木 19:00～21:00

15 平家物語を読む同好会 文学・歴史 第3土 13:30～15:00 15 牟礼町練功法同好会 太極拳 毎週金 10:00～12:00

16 牟礼っ子フェンサーズ フェンシング 毎週土 18:30～20:30 16 永和書道会 書道 第2・4金 9:30～11:30

17 牟礼盆栽クラブ 盆栽 第2日 10:00～12:00 17 琴城流水の輪大町グループ 大正琴 毎週金 13:30～15:30

第2・4金 19:00～21:00

第1・3日 10:00～12:00

19 牟礼吟詠会 吟詠 毎週金 19:00～21:00

20 ３Ｂサイトウ教室 ３Ｂ体操 毎週金 19:30～21:30

21 吾妻流牟礼教室 日舞 毎週土 10:00～12:00

22 閑適句会 句会 第1土 13:00～15:00

23 ３Ｂ体操　高木教室 ３Ｂ体操 毎週土 14:00～16:00

24 牟礼スポーツダンス同好会 社交ダンス 毎週土 19:00～21:00

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 活動内容 時　間

阿波おどり

№ 同　好　会　名

18 阿波おどり同好会

曜　日

 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！ 

●募集期間 4月７日(月)～1８日(金) 

●活動条件 報酬，謝金はありません。 

●お問合せ 大町コミセン TEL(870ー1306) 

 むれ地区にお住まい、お勤めの方で、

女性教室および市民講座の企画委員を

募集します。 

 講座のアイディアや講師の紹介など

企画へのご意見や、生涯学習に対する

新しい視点・発想を期待しています！ 

企 画 委 員 募 集！ 

待ってるよ～ 


