
Ｎｏ． 講座名・学習内容 講   師 日  時 定 員 持ち物・その他 

１  

くらしのセミナー 先ず、捨てることから始めよう！ 
～収納の工夫術～ パナソニック(株) 

エコソリューションズ社 

 

高橋 浩二 

10月１日(月) 

10:00～11:30 
 20名 

 

 

 

 

筆記用具 

「片づけたいと思うけど思うようにならない」とお悩み

の方。収納の工夫術を学び、まず捨てることから始

めましょう。 

２  

「美の三大アーチ」を整えれば 

ずっとキレイでいられる！(痩せやすい身体づくり編) 
美容 

カイロプラクター 

佐藤 千鶴子 

10月4日(木) 

13：30～15：00 
 15名 

タオル・飲み物 

動きやすい服装 体型の崩壊による老化をストップ！！一緒に健康美

を手に入れましょう。(前半30分 座学) 

３ 

忙しいパパ・ママのための食育講座 
高松市食生活 

改善推進協議会 

牟礼地区の皆さん 

 

10月20日(土） 

10：00～13：00 

 

24名 

エプロン・三角巾 

手ふきタオル 

300円 

(材料費・保険料) 

未就園児の親対象。食欲の秋、一日のスタートとな

る大切な朝食を簡単においしく作ってみませんか？ 

※今回の講座は、託児はございません。 

４  

中級者英会話 (全7回) 
ALT 

ザカリ メッツ 

11月6日～12月18日 

(毎週火曜) 

14：00～15：30 

15名 

 

筆記用具 
新しく赴任されたALTの先生と楽しく会話をしながら

英会話を身につけましょう！※英会話中級者対象 

５ 

働く女性のためのステップアップ教室 (全6回) ①高松市食生活改善

推進協議会牟礼地区 

②四国学院大学教授 

片山 明彦 

③香川県立保健医療

大学教授 

11月9日～ 

(毎月第２金曜) 

19：00～20：30 

10名 

１回目 

エプロン・三角巾 

手ふきタオル 

100円 

(保険料) 

仕事をしながら、私生活をもっとステップアップしたい

方大歓迎。１回目は、食生活に関する講話と簡単な

主食・主菜・副菜を作ります。２回目は体操等、心も

体もリフレッシュしてストレス発散。後半の講座は、参

加者の皆さんも一緒に計画していきましょう！  
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※牟礼と大町の受付は別日です！  申込み 牟礼コミュニティセンター ℡ ８４５－４１１１  

第２回 ふる里ウオーク 「白羽神社」周辺 
古くは楠ノ窪神社と称され、大字牟礼・大町の氏神様でもある

白羽神社周辺を、高松市文化財保護協会牟礼分会の皆さんの案

内で散策します。 

◆コース   白羽神社・時津風喜助の墓・白羽駅の痕跡他 
◆日   時 11月15日(木)10:00～12:00 
◆集合・解散場所 白羽神社北側駐車場 
◆参加費 100円（保険料含む※当日集金） 

第１回 ふる里ウオーク 道の駅「源平の里むれ」周辺 
高松市文化財保護協会牟礼分会の皆さんの案内で道の駅周辺を散

策し、かつて琴電志度線を走っていた懐かしい車両(３０００形)

や地下軍需工場跡などを巡ります。 

◆コース 幡羅八幡神社・塩竃神社・地下軍需工場跡他 
◆日   時 10月18日(木)10:00～12:00 
◆集合・解散場所 道の駅「源平の里むれ」駐車場 
◆参加費 100円（保険料含む※当日集金） 

  むれコミュニティ祭りステージイベント  仮装大会出場者募集    

 今年は、むれコミュニティ祭りのステージイベントの一つとして、仮装大会を行います。ハロウィンにちなんだ仮装・お姫様や
キャラクターなど自由に仮装をして、コミュニティ祭りを盛り上げましょう！ぜひ、お誘い合わせの上、ご参加下さい。 
★日 時：11月４日(日)※詳細につきましては申込み時にお伝えします。  ★会 場：牟礼コミュニティセンター屋外駐車場 

★対象者：年齢制限なし、どなたでもＯＫ(個人でもグループでも可) 

★審 査：コミュニティ祭り当日、審査員が行います。最優秀賞・与一くん賞など多数賞を準備しています。 

参加希望者は平成30年9月3日（月）～9月30日（日）の間に事前申込みをして下さい。 

●申込先 牟礼コミュニティセンター( TEL 845-4111)まで 



 ３０年度「むれコミュニティ祭り」を11月4日(日)に開催します。好評につき、今回もフリーマーケットを 

行いますので、出店を希望される方は事前にお申し込みください。一緒にお祭りを盛り上げましょう！ 

★日時：11月４日(日) 10:00～15:00   

★会場：牟礼コミュニティセンター屋外駐車場 

           (8:00より搬入・準備)     

★募集区画 : 10区画 (出店料 1区画 1,000円) 

★出店資格：18歳以上の個人・団体  

※詳細は、大町コミュニティセンターにて募集要項を配布中 

出店希望の方は申込みが必要です。残りわずか！お早めに。 

●申込み先 大町コミュニティセンター( TEL ８７０-１３０６)まで 

 講座名・学習内容 講   師 日  時 定 員 持ち物・その他 
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ア 

スマートフォン・インターネット活用術 
ビットバレー高松 

 

溝口 勲 

10月19日(金) 

10:00～11:30 
10名 筆記用具 格安スマートフォンはお得？インターネットで何をする？子

どもに携帯を持たせたら？今のあなたにピッタリな活用術

を学びましょう。 

イ 

ハロウィン☆アイシングクッキーづくり 
アイシングクッキー 

講師 

 

石塚 めぐみ 

10月30日(火) 

10:00～11:30 
20名 

 

 

 

１，３００円（材料代） 

手拭きタオル 

昨年度、大好評だったアイシングクッキーづくり。 

今年度はリクエストにお応えしてハロウィン仕様！お祭り気

分を盛り上げる可愛いお化けやカボチャを描きましょう。 

ウ 

小学生までの子どもをもつママ＆お子様連れ大歓迎！ 

ママのための癒しタイム 
デュ・ブラン 

サロン・ド・ボーテ  

代表 
 

白神 佐知子 

11月21日(水) 

10:30～12:00 
20名 

３５０円（材料代） 

手拭きタオル 前半は簡単で親子で使えるリップバームとハンドクリーム

づくり。後半は手＆腕の簡単セルフケアについてツボとリン

パのお話と実践を行います。※NPO法人いのちの応援舎共催事業 

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。できるだけ車以外でご来館ください。牟礼地区外の方は電話・来館ともに9月14日（金）９：００～受付スタート 

 講座名・学習内容 講   師 日  時 定 員 持ち物・その他 

一
般
講
座 

１ 

ベビーサイン体験教室 
はなはな＊みかん 

 

ベビーサイン認定講師 
 

久保 みどり 

9月25日(火) 

10:30～12:00 
15組 

５００円（お菓子込み） 
 

生後6カ月から 

1歳半まで対象 

（目安） 

会話ができない赤ちゃんとのコミュニケーションのひとつに

ベビーサインがあります。赤ちゃんの要求を理解できるよう

になると育児がもう少しゆったり楽しめるかも。 

講座の後はママの身体に優しいおやつタイムです♡ 

２ 

女性限定 自分磨きセミナー（全４回） フェイスストレッチング

講師 
 

合田 京子 

10月16,23,30 

11月6日 

（毎週火） 

13:00～14:30 

12名 
飲み物 

筆記用具 
第一印象は何秒で決まる？表情筋エクササイズで顔の筋

肉を柔軟にし笑顔美人を目指しませんか。マナーやエレガ

ントな立ち居振る舞いを学び日常生活に活かしましょう。 

３ 

ボールを使ってスッキリ！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 

10月22日(月) 

11月12日(月) 

11月26日(月) 

12月10日(月) 

13:00～14:00 

15名 

ヨガマット 

タオル・飲み物 

動きやすい服装 
お子様連れの方は要相談 

柔らかいボールを使って膝・肩・腰のコリをゆっくりほぐし

て、少しずつ筋力をアップさせるトレーニングに挑戦！ 

一緒に健康的でしなやかな身体を目指しましょう。 

※40歳代ぐらいまでの女性対象 

春日町にあるいのちの応援舎「おやこひろばひなたぼっこ」の 

出張ひろばです。同じ年頃の子どもを持つお母さん達や、先輩お母

さんとお友達になったり、子育て中の悩みを看護師・助産師・保育

士に相談できる場所です。気軽にお越しください。 

☆対象者 0歳（生後2か月）～3歳までの子どもとその家族 

☆活動日 毎週水曜日 

☆時 間 ９：３０～１４：３０ 

☆場 所 大町コミニュティーセンター 和室 

☆参加料 無料 

ひなたぼっこ ぽかぽか 


