
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2６年11月1日号 

■主 催 2015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27年1月3日（土） 

        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6年4月2日から平成7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 2015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）

 昨年より引き続いての体操に加え、今年度は小

学生を対象に「食べようやさい」ポスターコン

クールを実施しました。予想を上回る素晴らしい

作品が多数あり12名の入選作品を表彰しました。 

 また、牟礼・大町コミュニティセンターには野

菜を使ったレシピを掲示しています。レシピは持

ち帰り自由です。夕飯の献立にぜひどうぞ。 

 つい忘れがちになりやすい、がん検診の申し込

みはされましたか？がんの早期発見・早期治療の

ためにも1年に１回はがん検診を受診しましょう。 

今年も椿母親クラブとの共催で、クリスマス会開催決定！ 

マジックショーや、牟礼町ジュニアリーダークラブの皆さんがク

リスマス会を盛り上げます。高松市役所吹奏楽団の素敵な生

演奏もこうご期待！サンタさんからのプレゼントもお楽しみに！ 
“成人式を私たちが育ったまち『むれ』で”を合言葉

に、2015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いと言われて

います。新成人を祝福しましょう。 

2015年牟礼地区成人式実行委員会 

■日 時  平成26年12月6日（土）10：00～12：00 

■会 場  牟礼コミュニティセンター ホール 

■定 員  70名 

■参加費 無料  

■対 象  幼稚園児～小学生  

       (未就学児、小学１・２年生は保護者同伴） 

■主 催  牟礼コミュニティセンター 大町コミュニティセンター 

■共 催  椿母親クラブ  

■申 込  11月7日(金)9:00～ 

        （牟礼コミュニティセンター ℡845-4111） 

※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

女性の方対象

定年後からがスタート！一歩外に出てみると今までと違っ

た世界が待っているかも！？        ※定員10名 

■日  時   12月10日（水）10:00～11:00 

■講 師  崎 洋之 （うどんツアー社代表） 

～詐欺もいろいろ、さんかくで撃退！～ 

■日  時   1月14日（水）10:30～11:30 

60歳以上の方対象

１㎏の粘土を使って自由に作品を作ってみましょう。※定員15名

■日   時  平成26年11月26日（水）10:00～12:00 

              12月17日（水）10:00～12:00 

■場  所  陶芸教室ゆるり 牟礼町牟礼941-1 

■講  師    米田 祐   

■材料代    1,300円      ※現地集合・解散 

下記（Ａ）～（Ｄ）講座申込 11月7日（金）9:00～ 

連絡先 大町コミュニティセンター（℡870-1306） 

湯呑み2コ+小物1コ 

程度作れますよ♪ 

■日  時   1月13日（火）10:00～11:30 ※ズボン着用 

健康チャレンジも残すところ後１か月

となりました。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提出

してください。 

（指導 高松市消防局消防防災課） 

 野菜たっぷり！元気に運動！めざせ健康ライフ！ 

チェックカードの提出について 



◆受付：来館・電話共に11月7日（金）９時～　　

№ 講座名・学習内容 講　師 日　　時 定員 持ち物

庭木の剪定　～基本とコツ～　☆再企画☆

樹木の解説を聞き、剪定の基礎知識を学びます。
※前回10/14と同じ内容です。初受講の方のみ申込可

生花フラワーアレンジメント体験講座
～ホワイトクリスマス～

聖夜をイメージしたシックなアレンジに挑戦して
みましょう。テーマカラーは緑と白です。

エクセル入門講座～はじめての関数～(全2回)

初心者大歓迎！エクセルの基礎を学び、簡単な集
計表を作ってみましょう。

地域の防災について考える（防災ラジオ含む）

台風や地震などの防災活動について、高松市の取
り組む活動を知り、防災ラジオの申請や利用につ
いても理解を深めましょう。

最新版！道の駅情報

近隣の道の駅について整備状況や付随施設、利用
法をお聞きします。ドライブの参考にどうぞ♪

素敵！しめ飾りづくり体験①②

毎年準備するしめ飾り、お手製で作って
みませんか？素敵な作品を玄関に飾り

1
樹木医

井上　修

11月25日（火）
13:00～14:30

20名 筆記用具

15名

1800円
（材料費）

花切りばさみ
持ち帰り用袋

◇◇申込み先　大町コミュニティセンター　Tel 870-1306◇◇

6
各
15名

500円(材料費)
花切りはさみ
洗濯バサミ3個
※動きやすい

30名
防災マップ

（高松市配布）
筆記用具

30名 筆記用具

12月 2日（火）
12月16日（火）
10:00～12:00

10名

200円(テキスト代)

エクセルが入っ
たパソコン
筆記用具

◆対象：牟礼地区にお住まい，お勤めの方

2
1級フラワーデザイナー

石丸　まさみ

11月29日（土）
10:00～11:30

造形WOODY講師

宮脇　麻有美

12月25日（木）
①10:30～12:00
②13:00～14:30

5

4 高松市危機管理課
12月3日（水）
13:00～14:30

四国地方整備局
12月9日（火）
10:00～11:30

3
ビットバレー高松

溝口　勲

※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）

みませんか？素敵な作品を玄関に飾り
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～①②

新春を彩る花々と飾りを添えて、華やかなアレン
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

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。
※希望者は書道用具を貸し出します

人権特別企画
名画に学ぶ、いきるとは

上原先生が、独特の切り口で、名作映画に学ぶ人
生観を語ります。

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讃岐のあけぼの
②坂本龍馬と群像達
③女達の江戸城無血開城
④民衆のパワー、奈良の大仏を造る！

男性も作ってみよう和の料理

お料理がちょっと気になる男性陣の皆さん。家庭
料理のポイントを学んでみませんか。普段はお料
理をされない方も大歓迎！

12月25日（木）
① 9:00～10:30
②11:00～12:30

各
12名

1,800円
（材料費）

花切りばさみ
持ち帰り用袋

15名 ※動きやすい
ズボン着用

7

宮脇　麻有美 ②13:00～14:30

1級フラワーデザイナー

石丸　まさみ

各
15名

12月1日(月)
12月8日(月)

①13：00～14：30
②15：00～16：30
(①か②の時間帯)

30名

希望者は当日
印・千代紙
等購入可

桜華書道会代表

塩田　　桜華

12月17日(水)
19：00～20：30

16名

筆記用具

盆栽家

ザビエ　ブルセ

エプロン
持ち帰り用袋

1,500円
(材料費)

歴史研究家

上原　敏

12月13日(土)
10：00～11：30

◇◇申込み先　牟礼コミュニティセンター　Tel 845-4111◇◇

5
高松市食生活
改善推進協議会

牟礼地区の皆さん

1月28日(水)
10：00～13：00

20名

エプロン
三角巾

手ふきタオル
500円(材料費)

4
歴史研究家

上原　敏

1月8日～1月29日
13：30～15：00
(毎週木曜日)

1

3

2 30名 筆記用具


