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Ｎｏ． 講座名・学習内容 講   師 日  時 定 員 持ち物・その他 

１ 

対象：小学生までの子どもをもつ親 

  ランチタイム薬膳セミナー（弁当・デザートつき） 
国際中医薬膳管理師 

田中 さえみ 

1月28日(月)  

12:00～13:30  
10名 

１，０００円 
（弁当・デザート代） 

飲み物 
筆記用具 

毎日の食事で病気に負けない身体づくり！美味しい
薬膳弁当を一緒に食べながら楽しく学びましょう。 
お子さま連れ大歓迎です！ 

２   

対象：幼稚園児とその親 

親子で英会話レッスン (全4回) 
ALT 外国語指導助手 

ザカリ メッツ 

1月29日（火） 
2月 5日（火） 
2月19日（火） 
2月26日（火） 
15:10～16:00 

10組 
上靴 

飲み物 ザック先生と一緒に親子で英会話に 
挑戦しましょう。下のお子さまも歓迎します。 
お気軽にどうぞ。 

３ 

陶芸教室  自由に好きなものを (全3回) 
陶芸ゆるり  

米田 祐 

(現地集合・解散） 

2月 1日（金） 
2月 8日（金） 
2月22日（金） 
10:00～12:00  

8名 

１，３００円 
（粘土1㎏分 代金） 
エプロン（あれば） 

タオル 

1日目成型する：2日目形を整える・削る：3日目色付け 
※目安 粘土１㎏＝湯呑み２つ＋小物１つ程度 

会場：牟礼町牟礼941-1 ℡845-6708 

４  

手軽に始める薬膳セミナー 
国際中医薬膳管理師 

田中 さえみ 

2月 5日（火） 
13:00～15:00 

20名  
５００円 

（薬膳茶・菓子代） 
筆記用具 

薬膳の基本的な考え方と取り入れ方を学び、健康的
な食生活を目指しましょう。※駐車場利用は先着10名 

５  

ロープワーク 飾り結びに挑戦！ 

むれ結びの会 
 

2月18日（月） 
10:00～12:00 

10名 
３００円 

（材料代） 
筆記用具 

頭と手先を使って脳活性化！応用しやすい飾り結び
を学びましょう。会員が親切丁寧にお教えします。 
お気軽にご参加ください。 

〇お子さま連れの場合は事前にお知らせください。託児はありません。 

○駐車場には限りがあります。車で来館する方は事前にお知らせください。 

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 
牟礼地区外の方は電話・来館ともに１月１５日（火）９：００～受付スタート 

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。 

 
 

■募 集 期 間  平成31年1月10日(木)～平成31年1月25日(金) 

■申請・問合せ 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      

平成３１年度中に、牟礼コミュニティセンターまたは大町コ

ミュニティセンターを定期的に利用し、同好会活動を行う団体

を募集します。 

登録できるのは、生涯学習を目的とした継続的な学習活動

を行い、概ね１０名以上（うち過半数は牟礼地区在住者である

こと）で構成する団体です。登録を承認された団体の皆さんに

は、定期的な活動の場を提供します。 

詳しくは、牟礼コミュニティセンターまたは大町コミュニティセ

ンターにあります「同好会活動実施基準」をご覧下さい。 

 

職   種 センター長 １名  

募集期間 2019年1月 7日～2019年1月18日 

雇用期間 2019年4月 １日～2020年3月31日 

※募集要項などは募集期間内に限り 

牟礼・大町コミュニティセンターにあります。 

当協議会HPからもダウンロードできます。 

 

お問合せ先 むれコミュニティ協議会 

（牟礼コミュニティセンター）☎８４５－４１１１ 



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１月９日(水)９:００～ 
Ｎｏ． 講座名・学習内容 講   師 日  時 定員 持ち物・その他 

１   

開運お片付け講座 片付け師 

上原千鶴 

1月25日(金) 

10:00～11:30   
20名   筆記用具  開運への近道はお片付け。お片付けの基本の仕方と、

片付けるためのしかけの作り方をお話します。 

２   

ラッピングのいろは (一社)全日本ギフト 

用品協会認定校  

講師 伊藤梨永こ 

2月 5日(火) 

10:00～11:30   
１0名   

８００円(材料代)   
カッター・はさみ      

１０ミリ両面テープ    

持ち帰り用袋   
ラッピングのいろはを学び、心のこもった 

贈り物に活かしてみませんか？ 

３   

ペーパーデコに挑戦！(全２回) (一社)ペーパーデコ

レーション協会認定校

講師 伊藤梨永こ 

①2月 8日(金) 

②2月15日(金) 

10:00～11:30    
１0名   

①５００円(材料代)     

②６００円(材料代)  

はさみ・木工用ボンド  

※コミセンに作品例展示      

①春のお花のポップアップカードづくり       

②美しいバラのデコレーションカード(布のフレーム付) 

 

 

４ 

スマホ・タブレット講座 (全３回) ①2月 5日 (火)       

②2月12日(火) 

③2月19日(火) 

13:30～15:00 

20名 

筆記用具        

スマホ・タブレット   
※３回ともスマホ・ タブ

レットがなくても 参加可   

ビットバレー高松 

 

溝口 勲 

①スマホ・タブレットの賢い契約の仕方          

②みんなはスマホを何に使ってるのだろう？      

③キャッシュレス社会に対応するスマホの機能とは？                      

５ 

～野菜たっぷり生活講座～ 

基本の焼・煮・蒸でいろどり野菜たっぷりごはん 高松市食生活 

改善推進協議会 

牟礼地区の皆さん 

2月 6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 ﾒﾆｭｰ： 鶏肉と野菜の塩麹焼き・大根と油揚げの煮物 

玉ねぎドレッシングの温サラダ・季節の果物 

６ 

バレンタインのお菓子づくり  キッス調理 

専門学校講師 

上田伊都子 

2月 9日(土) 

10:00～12:00 
20名 

７５０円(材料代)   

エプロン・三角巾 

手ふきタオル 
バレンタインデーに向けて、チョコレートようかんと            

板チョコを使ったラムレーズントリュフを作ります。 

７ 

災害を知り 防災を学び 備える 国立研究開発法人 

防災科学技術研究所 

災害過程研究部門    

客員研究員 花崎哲司   

防災士 藤井節子 

2月16日(土) 

10:00～11:30  
30名  筆記用具 東日本大震災から2018西日本豪雨災害まで、近年多

発する災害の種類を学び、東南海トラフ地震への備え

も考えましょう。 (ロビーにて、防災パネル展を実施) 

８ 

くま子さん直伝！味噌づくり（2㎏）  

料理研究家 

 

くま子 

①2月17日(日） 

10:00～12:00 

②2月25日(月) 

14:00～16:00 

各  

10名 

２,０００円(材料代)  

エプロン・三角巾 

手ふきタオル 

３ℓ以上の容器 

厳選した米こうじ・無農薬栽培の大豆とこだわりの塩を

使って、手作業で究極の味噌を作ってみませんか？食

卓に革命が起こるかも！！(①②いずれか選択) 

９ 

～高松市健康づくり事業～ 潮風香る らくらくウォーキング 
健康運動指導士 

 

篠原慶太 

3月10日(日) 

9:30～12:00 
※ 9時30分に             

牟礼ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ     

集合(雨天時講話) 

30名 

１００円※当日集金 

(保険料1人につき) 

飲み物・タオル 

動きやすい服装 

高松市健康づくり事業の一環として作成されたウォー

キングマップの「ゆったりコース」を歩いてみませんか。
牟礼コミセン→役戸神社→塩竃神社→道の駅 (往復約５㎞) 

Ｎｏ． 講座名・学習内容 講   師 日  時 定員 持ち物・その他 

 

１０ 

親子で簡単高見え タブレットチョコレートづくり  チョコレートマイスター 

製菓アドバイザー 

香西 悠 

2月2日(土) 

10:00～12:00 

小学生

の親子 

８組 

８００円(材料代)   

エプロン・三角巾 

手ふきタオル・上靴 
ちょっとおしゃれなタブレットチョコレートを、親子で作っ

てパティシエ気分。 チョコレートのお話もお楽しみに！ 

 

１１ 

TSUBAKI キッズサポート共催  親子味噌づくり教室 (2㎏）  料理研究家 

 

くま子 

2月17日(日） 

14:00～16:00 

小学生

の親子

10組 

２,０００円(材料代)  

エプロン・三角巾 

手ふきタオル・上靴 

３ℓ以上の容器 

親子でいっしょに手作業で究極の味噌を作ってみませ

んか？食卓に革命が起こるかも！！ 

１２ 

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 

2月22日(金) 

10:00～11:30 

0才～ 

3才頃

の親子 

20組 

３００円 

(保険料等１家族) 

動きやすい服装 

飲み物 

親子で楽しめるふれあいあそびや、ママ同士が交流で

きるプログラムあり、牟礼町外の方も参加できます。 


