
平成30年5月1日号 

対象：牟礼町在住又はお勤めの方 

※牟礼と大町の受付は別日です！ 

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 

Ｎｏ． 講座名・学習内容 講   師 日  時 定 員 持ち物・その他 

１ 

楽らく♪歌声喫茶  (全12回) 
ビットバレー高松 

溝口 勲 

6月1日(金)～ 

1月25日(金) 

13:30～15:00 

50名 

年間1,200円 

(資料代12回分) 

初回集金   飲み物 

懐かしの歌声喫茶！ナツメロから昭和歌謡、ロシア民

謡からフォークソングまで生演奏で楽しく歌いましょう。 

2 

ぬくぬくママSUN’S とあそぼう IN 牟礼 ０～３才の子育て世帯と

地域をつなぐ               

子育てエンターテイメント         

ぬくぬくママSUN’S 

  6月22日(金) 

  10:00～11:30 

0才～3才頃

のお子様と

その保護者

20組 

動きやすい服装    

飲み物         

(保険料)１家族300円  

親子で楽しめるふれあいあそび、季節の童謡はもちろ

んのこと、ママ同士が交流できるプログラムもあり、盛り

だくさんの内容です。(※牟礼町外の方も参加できます) 

3 

Ｌeｔ’s  フラダンス (全2回) カウピリフラスタジオ 

インストラクター    

森田 貴恵 

  6月28日(木) 

  7月12日(木)   

 19:00～20:30 

15名 
      タオル・飲み物 

     動きやすい服装 
初心者の方大歓迎！お仕事も趣味も頑張ってみたい

方、一緒にフラダンスをしませんか。 

4 

野菜たっぷり生活講座 ～ ＋70ｇ ～ 
高松市食生活 

改善推進協議会 

牟礼地区の皆さん 
7月4日(水) 

10:00～13:00 

24名 

450円(材料代) 

エプロン・三角巾 

手ふきタオル 

筆記用具 

今の食事にあと７０ｇの野菜をプラスしてみませんか？

野菜不足や食事の偏りは、生活習慣病の原因になりま

す。野菜をたっぷり食べるためのコツを学びましょう。 

5 

書を楽しむ ～大人も子どもも一緒に楽しく書こう～ (全2回)  

桜華書道会代表 

塩田 桜華 

①7月30日(月) 

②8月 6日(月) 

Ａ10:00～11:30 

Ｂ13:00～14:30 

どちらかの時間 

今回は   

一般の方の

募集    

各10名 

書道用具持参(ある方) 

書道用具レンタルあり 

消耗品(半紙・墨) 

その他必要な材料は 

当日購入可    

①子ども達と同じ教室で、大人は色紙作品を制作する      

②作品を裏打ちして色紙に仕立て、掛け軸やタペスト

リーに仕上げる。(参考作品は牟礼コミセン事務所に展示)     

軽快な音楽に合わせ

て楽しく歩くダンス

です。スクエアダン

スで、新しい世界・

仲間が広がります。 

   

場所  牟礼コミュニティセンター 

体験会日時 6月2日,6月9日,6月16日(土)  

12:00～16:00 (都合の良い時間帯にどうぞ) 

問合せ 代表 多田万有美 

  TEL 090-8693-0169 

   

 申込み 牟礼コミュニティセンター ℡ 845-4111  申込み１回につき２名分の受付可(牟礼コミセンのみ) 

 

 ちびっこわくわく広場では、１才半～未就園児の

親子を募集します。年間を通し親子でいろいろな体

験をしながら子育てを楽しみませんか？今年も

「TSUBAKI キッズサポート」と共催で行います。 

 
◆日 時  ※７月以降の予定表は初回に配布 

 ①5月25日(金)10:00～11:00  ゆうゆうクラブさんと遊ぼう 

 ②6月1日(金)  10:00～11:30    日赤ＡＥＤ講習・出前保育 

③④６月15日・29日(金)10:00～11:00  わくわく親子体操 

◆保険料 年間 500円（初回集金）◆ 定 員 親子1５組 

◆会 場 牟礼コミュニティセンター ◆  動きやすい服装・飲み物 

 

 肩こり・腰痛・膝痛は防げます！痛みの原因を予防するスト

レッチや筋肉を鍛える方法を月に１回学び、皆さんが「おうち」

で継続します。５年後、１０年後の自分のために一緒に始めま

しょう。年間通して参加できる方を募集します。 

◆日 時 ６月８日から 毎月第2金曜 10:00～11:30 

◆講 師 (健康運動指導士)阿部純也・河村要 

◆資料代/保険料 年間 1,０00円（初回集金） 

◆会 場 保健ステーション２階ホール(総合センター内) 

◆定 員 ３０名 ◆動きやすい服装・飲み物 

牟礼音頭をよさこい風

に編曲した♪ DOIYA!

を中心に鳴子を持って

踊っています。初心者

の方でも楽しく踊れま

すよ♪ 

場所  牟礼コミュニ ティセンター 

体験会日時 6月19日(火)19:30～20:30  

準備物 動きやすい服装･運動靴･タオル 

    ※鳴子はお貸しします 

体験会申込先 牟礼コミュニティセンター 

845-4111(事前申込み必要) 

        代表 陶山 仁 



Ｎｏ． 講座名・学習内容 講   師 日  時 定 員 持ち物・その他 

１ 

ダンボールコンポストでたい肥づくり (全2回) 高松市環境保全推進課 
（協力団体） 

ダンボールコンポストの会 

5月30日(水) 

6月27日(水) 

13:30～15:00 

15名 
500円（基材代） 

筆記用具 環境にやさしく、花や野菜がぐんぐん育つたい肥作り

に挑戦してみませんか。※基材を購入してください 

２  

知って納得！子育ての仕方 (全2回) NPO法人 

親の育ちサポートかがわ 
 

合田 京子 

6月 1日(金) 

6月 8日(金) 

10:00～11:30 

10名 
筆記用具 

対象：3歳～小学生ぐらい

の子どもの親 
地域、学校、家庭で子どもがのびやかに成長するため

の、効果的な声掛けやしつけの方法を学びましょう。 

３ 

クラフトバンドでバッグづくり (全2回) クラフトバンド 

エコロジー協会認定講師 
 

木村 叔美 

6月 4日(月) 

6月11日(月) 

13:30～15:30 
☆見本を展示中 

15名 

1,500円（材料代） 

洗濯ばさみ20個 

はさみ・手拭きタオル 

ゴミを入れる袋 

クラフトバンドを使って、夏に使いやすいバッグを作り

ましょう。カラーは当日のお楽しみ♪初心者大歓迎！ 

４  

初心者英会話レッスン (全6回) ＡＬＴ 

アンドリュー 

パーキンソン 

6月5,12,19,26日 

7月3,10日(毎週火) 

14:00～15:30 

10名 
筆記用具・ノート 

辞書 優しいアンディ先生とお喋りしながら楽しく英会話を学

びましょう。※中級英会話を受講された方は不可 

５ 

楽しい薬膳＆ツボ押しでリフレッシュ 
国際中医薬膳管理師 

 

田中 さえみ 

6月12日(火) 

10:30～12:00 
15名 

500円（試食代） 

筆記用具 自分の体質や四季に合わせた薬膳とツボ押しを取り

入れて、より健康的な身体を目指しましょう。 

６ 

防災講座 ローテク防災術 香川大学危機管理先端 

教育研究センター特命教授 
 

松本 秀應 

6月22日(金) 

13:30～15:30 
20名 筆記用具 「知っている」から「できる」へ。地震から生き残り、生き

続けるため、今やるべきことを一緒に学びましょう。 

７ 

実践！脳トレーニングで若返り (全3回) 
脳若トレーニング 

コミュニケータ 

6月27日 

7月4,11日(毎週水) 

10:00～11:30 

18名 筆記用具 タブレットを使って脳トレや簡単な体操に挑戦してみま

しょう。初めてタブレットを使う方、大歓迎です！ 

８  

筋力アップトレーニング (全3回) 介護予防運動指導員 

やまうち鍼灸院 
 

山内 孝 

7月3,10,17日 
(毎週火) 

10:30～12:00 
15名 

上靴・飲み物 

動きやすい服装 転倒しない身体を目指して手軽なトレーニングを始め

てみませんか。年齢問わず誰でも大歓迎！ 

９  

ベビー・キッズ広場＆すっきりストレッチ 機能改善ストレッチ講師 

 佐藤 美穂 

高松市出前保育事業 
(庵治こども園・牟礼保育所・田井保育所) 

7月4日(水) 

13:00～14:20  
10組  

ヨガマット 

タオル・飲み物 

動きやすい服装  

※生後5カ月～2歳まで 

読み聞かせや歌の後はママのためのストレッチタイ

ム。親子で楽しいひとときを過ごしましょう。 

10 

足裏に注目！健康な身体をめざそう(全２回) 
健康運動指導士 

 

池田 陽子  

7月19日(木) 

8月16日(木) 

13:30～15:00  
15名  

上靴・ヨガマット 

タオル・飲み物 

動きやすい服装  
（3/1号掲載の同講座と同じ内容。

受講予定の方は申込み不可） 

ひとりずつ足型をとって、今まで気づかなかった癖や

バランスを見直し、健康な身体を目指しましょう。 

牟礼と大町の受付は別日です！ご注意ください 

来館受付は 9時～（8時45分より受付順番号札を配布） 

電話受付は 10時～ ℡ 870-1306 

申込み１回につき１名分の受付で（来館・電話ともに）本人・代理問いません。自己都合のキャンセルの場合は材料費等の返金がない場合があります。 

材料費等は事前に釣銭のないようにお支払いください。牟礼地区にお住まい又はお勤めの方を優先して受付します。できるだけ車以外で来館ください。 

開始3年目！明るい笑顔いっぱいの 

「みんなの朝活」に参加しませんか。 

体操や脳トレ、歌やミニ講演会など 

毎週楽しいプログラムを用意しています。 

申込み不要、どなたでもお気軽にどうぞ。 

会場：大町コミュニティセンター 

日時：毎週月曜日9:00～9:30 

持ち物：上靴・飲み物 

    動きやすい服装 

参加費：無料 

問合せ：870-1306(片山) 

 ◆日 時 ６月１３日から ８月を除く毎月第2水曜 

     ※10月は第2,3,4水曜 

     １３:００～１４:３０  

◆対 象 牟礼地区在住の概ね６５歳以上の方 

◆会 場 大町コミュニティセンター 大ホール 

 ※昨年度の学級生も新規で申込みが必要です 

 毎年大好評！今年度も学級生を募集します。はつらつとした日々の暮ら

しを目標に、教養講座、体操、ものづくりなど様々な講座をご用意してい

ます。初めての方や男性、大歓迎です。皆勤賞を目指して一緒に学びま

しょう。（定員 駐車場利用なし30名：駐車場利用あり10名 計40名） 


