
◆対象：牟礼地区にお住まい、お勤めの方　　　◆受付：来館・電話共に3月8日（火）９時～　　

◇◇申込み先　大町コミュニティセンター　Tel 870-1306◇◇
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ストレッチヨガ体験 (定員20名)

№ 講座名・学習内容 講　師 日　　時 定員 持ち物

好評につきテーマ追加で再び開講！

毎日10分　スロートレーニングで若返り

器具などを使わず「ゆっくり」とした動作で筋肉を鍛え
ます。衰えてくる筋肉を再生させる、手軽で安全な
トレーニングを体験しましょう。

ママとベビーのにこにこタイム（全7回）

楽しい体操やスキンシップでにこにこ笑顔！気になる
離乳食情報や、ママの心と体の話もお聞き逃しなく♪

※申込時に生後3～4ヵ月のベビーとママが対象です

樹木医ガイドで栗林公園へ行こう　A/B

園内の樹木の特徴や剪定の解説を聞きます。
入園料４１０円各自で支払いの後、東門入口に
集合してください。（現地集合・解散）

№ 講座名・学習内容 講　師 日　　時 定員 持ち物

緑のカーテン　作り方講座

ゴーヤや朝顔等のツル性の植物を茂らせ、環境
に優しい「緑のカーテン」を作りましょう。

(公社)日本３Ｂ体操協会

大浦　久美

香川県立保健医療大学

　野口　純子　他

5月12日
～6月23日
10:00～12:00
(原則毎週木曜)

親子
15組

バスタオル
赤ちゃん用の水分
動きやすい服装
500円（材料費）

1
5月 9日(月)
13:30～15:00

20名

上靴
タオル
飲み物

動きやすい服装

日本体育協会公認
スポーツプログラマー

川崎　洋一

2

3
樹木医

井上　修

5月17日(火)
A10:00～12:00
B13:30～15:30
どちらか1回

各
12名

筆記用具
開始1時間前に
雨天の場合は
5月24日(火)順延

◇◇申込み先　牟礼コミュニティセンター　Tel 845-4111◇◇

1
高松市

環境保全推進課
4月25日(月)
10:00～11:30

20名 筆記用具

場 所 大町コミュニティセンター

日 時 ５月１０日～６月７日までの毎週火曜

１３：３０～１５：００(全５回)

こころとからだの両方に効くヨガ。今回は全５回コースで、

少しずつ体をほぐしながら、カラダの巡りをよくしていきます。

無理なくやさしい動きで、メタボ・ロコモ予防にも効果的！

免疫力もUPするヨガを生活に取り入れてみましょう♪

に優しい「緑のカーテン」を作りましょう。



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　太田教室 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 赤いくつ フォークダンス 毎週月 10:00～12:00

3 牟礼パソコンクラブ パソコン 第2・4火 10:00～12:00 3 スマイルエアロ エアロビクス 第1・3月 12:30～14:30

4 ＤＯＩＹＡ！ DOIYA! 毎週火 19:30～21:00 4 ヨーガ教室　おおまち ヨーガ 毎週月 19:30～21:00

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1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 牟礼カンフー同好会 中国武術 毎週火 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 スローフローヨガ ヨガ 毎週水 10:00～12:00

8 牟礼馬酔木会 俳句 第3水 13:00～15:00 8 ボールルーム同好会 社交ダンス 毎週水 19:00～21:00

9 牟礼スポーツ吹矢同好会 吹矢 毎週水 13:30～15:30 9 星友詩吟同好会 吟詠 第1・2・3水 20:00～22:00

10 牟礼町ビデオクラブ ビデオ 第2水 19:00～21:00 10 シャキットマリアージュ 健康体操等 毎週木 9:30～11:30

11 和紙ちぎり絵牟礼同好会 ちぎり絵 第2木 10:00～12:00 11 押し絵同好会 押し絵 第2木 9:30～11:30

12
楽しい英会話
ELEVENSES(イレブンジズ)

英会話 毎週木 10:00～12:00 12 木彫同好会きつつき 木彫 第1・3木 13:00～15:00

13 キッズ　HIP・HOP　ダンス キッズダンス 毎週木 16:00～17:00 13 大人の絵日記「バラの会」 絵日記 第1・3木 13:00～15:00

14 手話サークル萩 手話 毎週金 19:00～21:00 14 香川ヨーガ道友会牟礼 ヨーガ 第1・2・4木 13:00～15:00

15 平家物語を読む同好会 文学・歴史 第3土 13:30～15:00 15 日本神誠流詩舞牟礼教室 詩舞 毎週木 16:00～18:00

16 さぬきドリームスクエアーズ スクエアダンス 毎週土 13:00～15:00 16 吾妻流日舞「春志郎会」 日舞 毎週木 18:00～20:00

17 牟礼っ子フェンサーズ フェンシング 毎週土 18:30～20:30 17 民謡江差追分支部会 民謡 毎週木 19:00～21:00

18 牟礼盆栽クラブ 盆栽 第2日 10:00～12:00 18 牟礼町練功法同好会 太極拳 毎週金 10:00～12:00

19 永和書道会 書道 第2・4金 9:30～11:30

20 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

22 牟礼吟詠会 吟詠 毎週金 19:00～21:00

23 ３Ｂサイトウ教室 ３Ｂ体操 毎週金 19:30～21:30

24 吾妻流牟礼教室 日舞 毎週土 10:00～12:00

25 閑適句会 句会 第3日 13:00～15:00

26 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　間曜　日

21
阿波おどり同好会
「さぬきＤｅござる」

阿波おどり

№ 同　好　会　名

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(木)～１５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～


