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 今年もＴＳＵＢＡＫＩキッズサポートと共催で、クリス

マス会を開催します。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。またミュー

ジックハートの演奏をきいたり、一緒に歌を歌ったり

みんなで楽しい時間を過ごしましょう！サンタさんか

らのプレゼントもお楽しみに！ 

 

 

■日  時  平成28年12月17日（土）10：00～12：00 

■会  場  牟礼コミュニティセンター ホール 

■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） 

■申  込 11月8日(火) 9:00～  

                          牟礼コミュニティセンター 845-4111 

Ｎｏ． 

講座名・学習内容 講   師 日  時 定員 持ち物 

 

 

１ 

～心配ごとを あんしんに～ 

シニアのためのスマホ・ケータイ安全教室 

NTTﾄﾞｺﾓｽﾏﾎ･ｹｰﾀｲ 

安全教室 

あんしんｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 

小西  敏子 

①初級12月1日(木) 

②中級12月9日(金) 

13:00～15:00 

(①②では進度が違う

ためどちらかを選択) 

 

 

各 

16名 

貸出し用の 

らくらくスマート 

フォン３で基本操作 

を体験 

スマートフォンの利用を考えている皆さん必見。日常生活で

の安全な使い方や、災害用伝言板・緊急地震速報など災害

に役立つ使い方を、操作をしながら体験してみましょう。 

 

２ 

おたっしゃ体操 
健康運動指導士 

白山  博章 

白山  節子 

12月5日(月) 

10:00～11:30 

20名 

飲み物・タオル 

動きやすい服装 
膝痛や腰痛のある方でも大丈夫。セラバンドやエクササイズ

ボールを使って、痛みのない元気な体を目指しましょう。 

３ 

実践！年賀状講座①②(２日間講座) 

桜華書道会代表 

 

塩田  桜華 

12月5日・12日(月) 

①10:00～11:30 

②13:00～14:30 

(①か②の時間帯) 

各  

15名  

年賀状・ハサミ・のり          

希望者は当日 

はがき立て・印・装飾

小物等購入可 

年賀状の季節となりました。手書きの年賀状やハガキをアレ

ンジしたお正月飾りも作れます。 

４ 

～人権特別企画 ～  杉原千畝と命のビザ 

歴史研究家 

 

上原 敏 

12月10日(土) 

10:00～11:30 

30名 筆記用具 

第２次大戦下のヨーロッパで吹き荒れるユダヤ人狩りに対し

て、身を挺して彼らを守った日本の外交官がいた。 

５ 

郷土歴史講座（全４回） 

歴史研究家 

 

上原 敏 

1月12日～2月2日

13:30～15:00 

(毎週木曜日) 

30名 筆記用具 
①風雲高松城！幕末の群像 

②桃太郎の姉・ももそひめの伝説 

③“大奥”天英院ひろ子の生涯 ④高杉晋作と讃岐の志士達 

６ 

親子お菓子教室 
JHBS準師範 

近藤 正子 

1月21日(土) 

9:00～11:00 

※中学生は子ども 

だけの参加可 

小・中

学生の 

親子 

１0組 

エプロン・三角巾 

手ふきタオル 

親子1組 700円(材料費) 

※中学生1人 700円 

甘くて美味しい生キャラメル。お鍋で煮るだけで、簡単にでき

ます。親子で一緒に作ってみませんか？ 

７ 

男性料理教室 
高松市食生活 

改善推進協議会 

牟礼地区の皆さん 

1月25日(水) 

10:00～13:00   

20名  

お料理がちょっと気になる男性陣の皆さん。フライパンひと

つでおもてなし料理に挑戦。パエリヤを作ってみませんか？ 

エプロン・三角巾 

手ふきタオル 

600円(材料費) 

申込み 牟礼コミュニティセンター ℡ 845-4111 受付：来館・電話共に11月8日(火)9:00～ 

 与一くん健康ポイントカードの提出について 

 

医療の進歩により日本人の平均寿命の伸びと並行して、介護を必要とす

る人が増加傾向にあります。健康で心豊かに暮らしていくためには、生活習

慣を改善することや定期的に健診(検診)を受け、早期発見・早期治療をする

ことが大切です。 

健康チャレンジは、このような取り組みを始めるきっかけにもなり、健康づく

りの輪が広がっています。この機会に、自分自身のため、自分を必要とする

人のために、楽しみながら、健康に関する取り組みを続けてみませんか。 

また優秀な成績の方には、後日連絡し、達成証と副賞を贈呈いたします。 

 健康チャレンジも残すところ後１か月。緑色の「与一くん

健康ポイントカード」は集計を行うため、12月10日までに 

牟礼コミュニティセンターまで提出してください。 



申込み 大町コミュニティセンター℡870-1306 受付：来館・電話共に11月8日(火)9:00～ 

Ｎｏ． 講座名・学習内容 講   師 日時 定 員 持ち物・その他 

１  

年越し準備OK？お家スッキリ応援講座(全2回) 
整理収納＆ 

お掃除アドバイザー 

 

道久 礼子 

11月29日(火) 

12月 6日(火) 

10:00～11：30 

20名 
もうすぐ年末。お家は片付いていますか？整理、収

納、気になる水まわりの汚れや掃除の後の維持の

仕方を学び、気持ちよく新年を迎えましょう。 

２ 

ストレス発散！子育てフリートーク 

牟礼地区民児協 

主任児童委員 

 

多田 寿美 

 1月12日(木) 

10:00～12:00 

12名 

子連れOKです 

(おもちゃ等持参) 

幼稚園の元園長先生の豊富な経験を基に子育てに

ついてのお話を聞き、みなさんの思いを自由に話し

合いましょう。※対象：幼稚園・小学生の子どもをもつ親 

筆記用具 

400円(テキスト代) 

申込み及び会場 大町コミュニティセンター℡870-1306 受付：来館・電話共に11月8日(火)9:00～ 

Ｎｏ． 
講座名・学習内容 講   師 日  時 定 員 持ち物・その他 

１ 

あの星？この星！冬の星空散歩(全2回) 
JAXA 

宇宙教育リーダー 

 

田口 涼子 

11月26日(土) 

12月 3日(土) 

17:00～18:30 

小学生 

20名 

筆記用具 

※保護者同伴 

防寒対策をお願いします 

今！見える星空を元プラネタリウム解説員が楽しく

解説します。双眼鏡を使って、一年で一番美しい季

節の星空を満喫しましょう。 ※雨天決行 

２  

押し花で干支のミニ壁飾りづくり 

手芸講師 

 

平田 峰子 

11月30日(水) 

13:00～15:00 

10名 

はさみ 

セロハンテープ 

1,000円(材料費) 

花や葉っぱなど自然で優しい色合いの押し花を 

材料に使い、かわいい作品を作りましょう。 

３ 

なるほど！格安スマホの仕組み 
ビットバレー高松 

 

溝口 勲 

12月 7日(水) 

13:30～15:30 

15名 筆記用具 

安く抑えたい通信費。様々な情報が溢れる中 

あなたに一番合うスマホの使い方を考えましょう。 

４  

初！お正月仕様のミニ盆栽(黒松）づくり 
香川大学 

Bonsai Girls Project 

大学生の皆さん 

12月11日(日) 

10:00～11:30 

20名 

 筆記用具 

  2,000円 

  (材料費) 

手のひらサイズのミニ盆栽を一緒に作ります。盆栽

に興味のある方も無い方もお気軽にどうぞ。 

５ 

お正月フラワーアレンジメント ①② NFD 

１級フラワーデザイナー 

 

石丸まさみ 

12月26日(月) 

① 9:30～11:00 

②11:00～12:30 

各回 

12名 

花切りばさみ 

工作用はさみ 

2,000円(材料費) 

持ち帰り用袋 

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。①②どちらか1回受講可 

６ 

オリジナルしめ飾りづくり 
造形ＷＯＯＤＹ主宰 

 

宮脇 麻有美 

12月27日(火) 

10:00～11:30 

15名 

花切りばさみ 

ズボン着用 

500円(材料費) 

様々な飾りを自由に選んで素敵な作品に仕上げま

す。初めての方、常連の方どちらも大歓迎です。 

７ 

ゆったり機能改善エクササイズ (全4回) 
日本体育協会公認 

スポーツプログラマー 

 

佐藤 美穂 

1月10日～ 

1月31日(毎火） 

9：00～10:00 

15名 

ヨガマット 

飲み物 

動きやすい服装 

柔らかいボールを用いて膝、肩、腰のコリをゆっくり

ほぐします。日常生活を快適に過ごすための身体づ

くりを一緒にすすめていきましょう。 

８  

初めてのボイストレーニング(全4回) 
ボイストレーナー 

 

大西 あずさ 

1月10日～ 

1月31日(毎火） 

11:00～12:00 

10名 

  筆記用具 

  飲み物 
気になる腹式呼吸をマスターして健康づくり！やれ

ばやるほど歌の上達が実感できるレッスンです。 

９ 

楽しいよ♪キッズ英会話 (全7回) 
ALT 

 

アンドリュー 

パーキンソン 

1月10日～ 

2月21日(毎火） 

15：10～16:00 

親子 

10組 

上靴 

動きやすい服装 幼稚園児とママ限定！アンディ先生と英語 

の歌やダンスを元気いっぱい楽しみましょう。 


