
令和４年5月号 
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 

 ５月１２日（木）10:00～電話受付開始     牟礼町外の方 ５月１９日（木）10：00～受付開始    
☆申込み１回につき一家族分の受付で本人・代理問いません。☆材料代等を徴収する際、自己都合の欠席は返金がない場合があります。 

☆おつりの用意はありません。☆写真撮影後に広報紙、SNS等へ掲載する為、不都合な場合はお申し出ください。 

☆できる限り、公共交通機関をご利用ください。★感染症予防のため消毒、検温、マスクの着用とスリッパ・上靴・飲み物のご持参にご協力ください。 

Ｎｏ． 講座名・学習内容 講   師 日  時 定 員 持ち物・その他 

１ 

みつろうエコラップづくり 
高松市消費者団体 

連絡協議会 

5月26日（木） 

10:00～11:30 
10名 １００円（材料代） 脱プラスチックの第一歩！環境にやさしく、おしゃれな

「みつろうエコラップ」を一緒に作りましょう。 

２  

Eｖeｒyday English ～日常英会話～ (全5回) SMILEY英会話 

代表 

FRIEDBOXT ELLIOT 

フリードボクスト エリオット 

5/26, 6/9,23 

7/14,28 

（全木曜） 

10:00～11:30 

8名 
   筆記用具 

  辞書・ノート 
お買い物や道案内の仕方、世間話に使える実用的な

英会話を一緒に学びましょう。英会話を初めて学ぶ方

や、初心者向けの気軽な教室です。 

３ 

歯の健康と笑顔の印象upセミナー 木太デンタルクリニック 

歯科医師 山下 雅 
 

フェイスストレッチング講師 

合田 京子 

6月 1日（水） 

10:00～11:30 
リモート参加OK 

10名 
筆記用具・手鏡 

おやこひろば 

ぽかぽか共催事業 
現役ママ歯科医師によるお話と、笑顔の印象upを目指

して表情筋を刺激するエクササイズを実践！ 

４  

おやこ広場 きらきら (全２回)   むれ子育て 

ふれあいセンター 

  出前広場 

6月 3日(金) 

7月 １日(金) 

10:00～11:30 

6組 動きやすい服装 6月「雨の日を楽しもう」7月「みんなで七夕遊び」みんな

一緒に広いホールで楽しく遊びましょう。 

５ 

      ママのためのスクラップブッキング LALA SCRAPBOOKING 

TAKAMATSU 

スクラップブッキング講師 

青木 麗子 

6月 9日（木） 

10:00～11:30 
6組 

少し小さめの 

顔写真２枚（L版） 

500円（材料代） 
お子様やご家族の思い出写真にデコレーションをして

オリジナル作品に仕上げます。お子様連れOK！ 

６ 

女性限定 ６０分ナイトストレッチ （全２回） 日本体育協会 

公認スポーツプログラマー 
 

佐藤 美穂 

6月10日(金) 

6月24日(金) 

19:30～20:30 

10名 
動きやすい服装 

ヨガマット   ボールを使って肩・腰のコリをほぐし、筋力をつける 

トレーニングを行います。日中お忙しい方、ぜひ！ 

７ 
はじめての己書 体験講座 篁（たかむら）道場 

   己書師範 
 

   中邑 友香 

6月11日(土) 

13:00～14:30 
6名 

ぺんてる筆ペン（中字・薄墨） 

細字の赤ペンまたは 

落款印・550円（材料代） 
筆ペンを使い、書き順や書き方にとらわれず、ほっこり

した味わいのある文字を書いてみませんか。 

８  

いきいき体操教室 （全2回）対象：65歳以上 （有）A・Mプランニング 

機能訓練指導員 
 

松本 享平 

6月16日（木） 

6月23日（木） 

13:30～15:00 

※ 

15名 

動きやすい服装 

上靴・タオル 
※駐車場利用は 

事前申し込み先着8台 

いつまでもいきいきと歩ける生活を目指して、簡単な体

操に挑戦してみましょう。 

９   

おもしろ健康体操 えにし屋 

出張トレーナー 
 

宮本 憲治 

7月 7日(木) 

10:00～１１:３0   
10名   

飲み物 

動きやすい服装   椅子に座ってできるストレッチ体操や簡単な脳トレ体操

を、一緒に楽しみながらやってみましょう。 

保育士さんと遊ぼう！！※未就園児親子対象 
高松市出前保育事業 

（牟礼保育所・田井保育所・庵治こども園） 

7月1４日(木) 

10:00～11:30 
6組  

飲み物 

動きやすい服装   
10 夏にぴったりな手遊び、絵本の読み聞かせなど、保育

士さんと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。 

公式HP 

子育て支援 

子育て支援 

子育て支援 

 

弾き語りが趣味のみなさん、大ホールで演奏してみませんか。人前での 

初演奏、練習の成果を披露したい方を応援！お気軽にご参加を～！               

●開催日：５月２９日 （日）  １３：００～１５：００ 

●参加費：１，０００円 ●持ち込み物：楽器・譜面台等 

●申込先：大町コミュニティセンター ８７０－１３０６ 

●申込日：５月１２日（木）１０：００～ 先着5名（組）限定 

       牟礼町外の方５月１９日（木）１０：００～  

体操やおしゃべり、講演会など、みんなでアイデアを出し合い楽しく

活動します。長く続く自粛生活にちょっと疲れた方も、ぜひどうぞ。 

●開催日：６/１５ ７/６ ７/２０ （原則水曜）  ●持ち物：上靴・飲み物  

     １３：３０～１４：３０ 先着１５名限定 ※８月以降も実施予定 

●申込先：大町コミュニティセンター ８７０－１３０６ 

●申込日：５月１２日（木）１０：００～ 

       牟礼町外の方５月１９日（木）１０：００～  

初開催！ギター・キーボード弾き語り限定    ぼちぼちはじめるよ！みんなのための「みんなの活動」 soundflavor共催企画 



 

５月１０日(火) １０:００～ 電話受付開始    

☆講座に参加する際は、不織布マスクの着用・飲み物持参、検温・手指消毒等、感染症対策にご協力ください。 

☆コロナウイルスの対応方針通知により、講座が実施できない場合もございます。予めご了承ください。 

   ◆活動日 毎週木曜日１６:００～１７:００ 

◆会 場 牟礼コミュニティセンターホール 

◆持ち物 タオル・動きやすい服装・室内シューズ 

◆申込み 牟礼コミュニティセンター 845-4111 

年中さん～小学校６年生対象。HIP・HOPで楽しく体を動かしま

しょう！牟礼コミセンに事前申込みの上、体験会にご参加ください。 

 

Ｎｏ． 講座名・学習内容 講   師 日  時 定員 持ち物・その他 

１ 

大人女子のフラダンス (オリナ体験会) (全２回) 
Hula Studio Kukuna 

主宰 森田 貴恵 

5月 19日(木) 
6月  2日(木) 
19:00～20:30 

10名  飲み物 
動きやすい服装 

フラダンスがはじめての方大歓迎。Hula Studio Kukuna 
オリナの皆さんとフラダンスを楽しんでみませんか。 

２  

クリスタルアートリウムに挑戦 
クリスタルアートリウム 

認定講師 

須崎 志保  

5月 23日(月) 

13:30～15:30  
10名   

1,800円(材料代)    
5月17日入金締切 

ハサミ 
持ち帰り用袋   

お好きな花材を入れて、固めるハーバリウムを作ります。

透明感がある涼やかな作品(６センチ角)はこれからの季節

にピッタリです。 

３ 

夏野菜とハーブの寄せ植え 

造園家 
牟禮 信子 

5月 26日(木) 
10:00～11:30 

16名 

1,200円(材料代)    
5月17日入金締切 

エプロン・手袋 
割箸1膳 

持ち帰り用袋    

夏野菜とハーブのメニューなどを紹介しながら、ハーブを身

近に楽しんでみましょう。実習では、ミニトマトとコンパニオ

ンプランツになるハーブを組み合わせて植え込みます。 

４ 

心で口ずさむ♪歌声喫茶 ～前期～ (全６回) 
ビットバレー高松 

溝口 勲  

 5/20 ・ 6/3 ・ 6/17 

7/15 ・ 9/9 ・ 9/30 (金)

13:30～15:00         
20名  

1回100円(資料代)     

毎回集金  

飲み物 
不織布マスクを着用し大声は出しません。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楽しみましょう。 

５  

ガラケーご利用者向けスマホ入門教室 B (全６回) 

スマホアドバイザー 

 7/11 ・ 7/25 ・ 8/1 

8/8 ・ 8/29 ・ 9/5 (月)

10:30～12:00         

15名  筆記用具 ガラケーご利用者の方を中心に、デモ機を使用しながらス

マホの基本操作を丁寧に学びます。 

６  

野菜たっぷり生活講座 ～お手軽副菜編～ 

食生活改善推進 

協議会牟礼地区 

7月13日(水) 
10:00～12:00 

12名 

500円(材料代)     
7月1日入金締切 
エプロン・三角巾 

持ち帰り用タッパー    

お待ちかねの料理教室を再開。野菜をたくさん使った副菜

を３品程度作ります。コロナ禍のため、作った副菜はタッ

パーに入れて持ち帰り、調理後の試食はいたしません。 

７ 

世界の経済環境とマーケット動向 百十四銀行      

リテール推進部    

鹿庭 隆浩 

(八栗エリア)  

7月22日(金) 

13:00～14:00  
15名  筆記用具    今マーケットでは何が起きているのか。注目すべきポイント

はどこなのか。投資をしている方もしていない方も、プロの

目からみた世界の動向を一緒に勉強しませんか。 

Ｎｏ． 講座名・学習内容 講   師 日  時 定員 持ち物・その他 

８ 
英語リトミックあそび アルク子ども英語教室

講師 白木セリーン 

6月 3日(金) 
10:00～11:00 

 
各 

親子 
８組 

     
1回100円  

(保険料) 

講座ごとに 

当日集金 

不織布マスク 

飲み物       
動きやすい服装  

英語を使って親子の触れ合いを深めましょう。 

９ 
ゆうゆうクラブさんとあそぼう 特定非営利活動法人

ゆうゆうクラブ 

6月10日(金) 
10:00～11:00  手遊びや絵本の読み聞かせなど、親子で楽しみましょう。 

10 

出前保育 ふれあいあそび 高松市 
出前保育事業 

(牟礼保育所・田井保育所・ 
庵治こども園保育士) 

6月17日(金) 
10:00～11:00  保育士さんによる親子で楽しめる出前保育です。           

お友達づくりにぜひどうぞ！ 

 

◆日 時 ６月７日から 毎月第１火曜 10:00～11:30        

◆講 師 (健康運動指導士)河村要  ◆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 １５名 ◆持ち物 ヨガマット・飲み物・動きやすい服装 

   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

「自宅」で継続します。年間通して参加できる方を募集‼

５年後、１０年後の自分のために一緒に始めましょう。 


