
№ 講座名・内容 講　　師 日　　時 対　　象 定　員 材料費等 備  考（持ち物）

1

　わくわく☆どきどき
　おもしろ実験室～科学実験ショー～
話題の空気砲など楽しい科学実験ショー！
一緒に科学のふしぎや仕組みを学ぼう！
主催：夢励人プロジェクト　協力：大町コミュニティセンター

高松北高校
理学部のみなさん

７月２日（日）
１４：３０～１５：００

自由参加
事前申込み不要

なし なし

駐車場には限りがあります。
満車の場合は牟礼総合センター
駐車場をご利用ください。
（琴電大町駅側）

2

　書道の時間 (全３回）
書道を習っていない小学生を対象に書道作品
の指導を行います。学校で配布された夏休み
の課題をご持参ください。※男女別

永和書道会　主宰

奥谷　龍仙

７月２４・３１日
８月７日
(毎週月曜）

10:00～11:00女子
11:00～12:00男子

小学３年生
～６年生

各回
１０人

２５０円
(半紙代)

習字道具一式・課題プリント
新聞一日分・手拭きタオル

ぞうきん・飲み物

3

　たのしい運動遊び教室（全２回）
運動がちょっと苦手な子どもでも大丈夫。同年
代の子どもを持つパパ先生が、楽しめる運動
や体操を優しくご指導します。

健康運動指導士

永峰　昭宏

７月２５日(火)
８月１日(火)
９：３０～１１：００

年中～１年生 １０人
１００円
(保険料)

上靴・汗拭きタオル・飲み物
※動きやすい服装できてね

4

電波の仕組みって面白い♪
　ラジオ工作＆放送局へ行こう（全２回）
１日目：ラジオの仕組みを学ぼう＆簡単なラジ
オ受信機をつくってみよう
２日目：放送局へ行こう！自作のラジオ受信機
で電波を受けることができるかな？

サイエンスボランティア

藤井　昭生

①７月２７日（木）
１３：００～１５：３０
大町コミュニティセンター

②７月２８日（金）
１４：００～１５：３０
会場玄関集合・解散
駐車場なし

小学４年生
～６年生

１０人
１，０００円
(保険含)

①持ち物：筆記用具・飲み物
会場：大町コミュニティセンター

②持ち物：自作ラジオ・筆記用具・飲み物
会場：(株)西日本放送本社
住所：高松市丸の内8-15 １Ｆ

5

　陶芸にチャレンジ！
粘土でお魚を作ってみよう！
自由に色を塗って素敵な
お魚に仕上げよう。

会場：陶芸教室「ゆるり」
℡８４５－６７０８

米田　祐

７月２９日（土）
１０：００～１１：３０
 会場集合・解散
駐車場は敷地隣

小学生 １２人
１，１００円
(保険含)

手拭きタオル・飲み物
高松市牟礼町牟礼９４１－１
レディ薬局牟礼店の裏

6

トントン木工教室　(TSUBAKIキッズサポート共催）

木工が初めてでも大丈夫！ビー玉パチンコを
作りましょう。飾りは自由♪汚れてもよい服装
で来てね！　（見本品を掲示しています）

木工教室「癒
　ユ

楽
ラ

木
ギ

」

青木　節子

７月３１日（火）
１３：３０～１５：３０

小学生
※保護者同伴可

１５人 ５００円
 かなづち（あれば）
 木工用ボンド・飲み物

7
　運動能力アップ教室 （全２回）
成長期の子どもに最適な運動を行います。広
いホールで思いきり体を動かしましょう。

健康運動指導士

永峰　昭宏

８月８日(火)
８月２２日(火)
９：３０～１１：００

２年生～６年生 １４人
100円
(保険料)

上靴・汗拭きタオル・飲み物
※動きやすい服装できてね

☆受付は来館・電話共に７月６日(木)午前９時からです☆
・申込みは先着順で定員になり次第締め切ります。

・１回の申込みにつき、１家族分に限ります。

・７月６日（木）は事前に番号札を配布し、９時から番号順に受付を開始します。

・材料費等は、初回日の１０日前までにおつりのないようお支払い下さい。

それ以降の返金は出来ませんのでご了承ください。

申込み先 大町コミュニティセンター  ８７０－１３０６ 対象：牟礼地区に在住、又は牟礼地区の幼稚園・学校へ通う子どもとその保護者



№ 講座名・内容 講　　師 日　　時 対　　象 定　員 材料費等 備  考　(持ち物)

1-A
７月２１日(金) ２４日(月) ２５日(火)

１３：３０～１５：３０

1-B
７月２６日(水) ２７日(木) ２８日(金)

１３：３０～１５：３０

1-C
穴吹デザインカレッジ

非常勤講師 よしおかりつこ
８月１日(火) ２日(水) ３日(木)

１３：３０～１５：３０

2-A

お魚一匹丸ごと食べよう食育教室(県補助事業)
魚離れが言われている今、親子でお魚料理にチャレン
ジしてみましょう。献立：鯵のガーリックバター焼き・炊
き込みチキンライス・ミニパフェ

お魚一匹丸ごと食べよう
伝道師

山中　仁　・　山中美妃子

７月２２日(土)
 １０：００～１３：００

2-B

野菜を食べよう食育教室(健康チャレンジ事業)
ワンプレートで野菜たっぷりのバランス朝食メニューを
作りましょう。献立：キャロットごはん・キャロット入りフ
レンチトースト・骨元気スクランブルエッグ・豆腐入り
コーンスープ・ぷるるんヨーグルトゼリー

高松市食生活改善推進
協議会牟礼地区のみなさん

８月２日(水)
 １０：００～１３：００

3
初心者こども琴教室　(全２回)
きれいな音色の琴にふれてみましょう。優しい先生達
が、ていねいに楽しく教えてくれます♪

琴さくらの会
こども琴さくらんぼの会
代表　小田　久美　　他

７月２５日(火) ２６日(水)
 １０：００～１１：３０

小学生
※１．２年生は
保護者同伴

８人 無料 　　飲み物・筆記用具

4
こども絵日記教室
夏休みは、絵日記の題材がいっぱいです。絵日記の
作り方のヒントを親子で探しましょう。

生涯学習推進事業　講師
馬越　直子

７月２７日(木)
 １０：００～１１：３０

小学１．２年生と
その保護者

１０組 １００円
飲み物・筆記用具・色鉛筆・クレヨン

はさみ・のり・絵日記帳
※絵日記の題材を考えてくる

5
紙すき体験と書道作品　(全２回)
①紙すき体験：再生パルプでオリジナルのハガキ作成
②書道作品制作：①のハガキを書道作品に仕立てる

桜華書道会代表
塩田　　桜華

①７月３１日(月) ②８月７日(月)
 １３：００～１４：３０

小学生
※１．２年生は
保護者同伴

各１５人 ５００円
飲み物・筆記用具・雑巾２枚
500ｍｌの空のペットボトル1本
参考作品をコミセン事務所に展示

6

読書感想文書き方講座（TSUBAKIｷｯｽﾞｻﾎﾟｰﾄ共催）
読書感想文の書き方のポイントを、低・中・高学年に分
かれて元小学校の先生方が優しく指導してくれます
(昨年と同様の内容になるため初めての方優先)

代表
村上八重子　他４名

８月４日(金)
９：３０～１１：３０

小学校低学年
小学校中学年
小学校高学年

※低学年は保護者同伴

各１０人 無料
飲み物・筆記用具

感想を書きたい本を読んでから
持ってくる

7-Ａ
８月４日(金)

 １４：００～１５：００
年少～小学１年生
保護者同伴

7-Ｂ
８月４日(金)

 １５：１５～１６：１５
小学２年生～６年生
２年生は保護者同伴

8
スポーツ吹矢に挑戦
スポーツ吹矢をしたことがありますか？吹矢同好会の
みなさんが優しく指導をしてくれます。

牟礼スポーツ吹矢
同好会のみなさん

８月８日(火)
 １３：３０～１５：３０

小学４年生
～小学６年生

２０人 １００円 飲み物・タオル

9
夏休みお楽しみ会！（TSUBAKIｷｯｽﾞｻﾎﾟｰﾄ共催）
友達をさそって、夏休み お楽しみ会へGO！
ボラエモンさんのマジックショーなどなど盛りだくさん！

香川マジック会員
ボラエモン　他

８月１８日(金)
 １０：００～１１：３０

幼稚園児・小学生
※幼稚園児・小学１．２
年生は保護者同伴

５０人 無料        飲み物

飲み物・四つ切の画用紙かｹﾝﾄ紙
筆記用具(２Ｂか３Ｂの鉛筆も必要)
油性ペン（黒）・絵の具用雑巾

絵の具・クレパス等、必要な描画材
募集要項と下書きを必ず持参

夏休みこどもポスター教室(各全３回)
デッサンや配色のアドバイスを受けて、夏休みの宿題
「ポスター」を仕上げましょう。
　①下絵（エンピツ）
　②下絵完成・色塗り
　③色塗り・仕上げ

アトリエ　儘工房主宰
美術講師　安藝多延子 小学３年生

～中学生
各１６人 無料

小学生の親子

※５年生以上は
子ども２人で参加可

各１０組 無料

飲み物・筆記用具
エプロン・三角巾・手ふきタオル

夏休みキッズHIP HOP(各１回完結)
運動不足になりがちな夏休み。ダンスが初めてでもだ
いじょうぶ！ＨＩＰ　ＨＯＰで楽しく体を動かしましょう♪

ダンスインストラクター
平田　里英
（ＣＨＩ　→）

各１５人 無料
                      飲み物・タオル
                      室内シューズ

申込み先 牟礼コミュニティセンター  ８４５－４１１１

★日時‥８月１１日（金） 午後５時～午後９時３０分 ★会場‥牟礼町大町川東埋立地

今年も、バザーや催しものが盛りだくさんの「２０１７おいでまい祭り」を開催。ご家族で、牟礼の夜空を輝かせる１５００発の花火ショーもお楽しみください。

詳しくは、牟礼コミュニティセンター ８４５－４１１１まで


