
☆講座に参加する際は、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をお願いいたします。

☆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。 

７月８日(金) １０:００～ 電話受付開始 (コミセン講座 ・ 夏休みこども教室)

No. 講座名・学習内容 講   師 日  時 定 員 持ち物・その他 

４ 

夏休み親子片付け講座＆環境３R学習＋ｴｺﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

片付け師 
上原千鶴 

7月23日(土) 

10:00～11:30

小学生 
の親子  

10組 

筆記用具

あれば500ｍlの    

空のペットボトル

夏休みの自由研究のヒントが盛りだくさん。片付け講座と

環境３R学習としてゴミの分別ワーク。エコワークショップ

『ペットボトルでけん玉作り』もお楽しみに 

５ 
夏休み書道教室

桜華書道会 
代表 塩田桜華           

7月25日(月)        

 10:00～11:30
10名 

 募集要項・筆記用具

書道用具ある人    

書道用具ﾚﾝﾀﾙ100円 

半紙20枚60円・墨40円

当日追加購入可

親子でお習字してみませんか？小中学生は募集要項を持

参して夏休みの宿題を、保護者の方は色紙作品を制作し

ます。(色紙１枚100円・色紙たて160円)※小学1・2年生は

必ず保護者同伴、3年生以上は児童・生徒のみの参加可
５ 

 7月25日(月)        

 13:30～15:00                               
10名 

６ 

夏休みこどもポスター教室(各全3回)

アトリエ儘
まま

工房   
主宰        

安藝多延子 

7月28日(木)，29日(金)    

8月１日(月)           

 10:00～12:00                         

10名 
募集要項・下書き

油性ペン(黒)

四つ切の画用紙

またはケント紙

筆記用具・雑巾

絵具セット・クレパス等

小学3年生～中学生対象。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                         

※募集要項(学校からの配布又は個人応募の場合は各自

ネット検索したもの)※コピー用紙に下書きをして必ず持参
６ 

7月29日(金)       
8月1日(月)，2日(火)    
13:30～15:30

10名 

７ 

コラージュ アート講座
Collage art room  

主宰           

写真家       

田中勝次

 7月28日(木)        

13:30～15:30       

※2年生以下は必ず  

保護者同伴

年中～  
小学生の 
親子8組 

コラージュは、雑誌の写真などを切り抜いて張り付けて絵

を完成させる技法です。アートとして左脳よりも右脳が活

性化され、癒しと隠れた能力の発達が期待されます。夏休

みにぜひ１度チャレンジしてみませんか？ 

８ 
読書感想文書き方講座

代表        

村上八重子   

他4名

 7月30日(土)        

  9:30～10:30                      

親子  

10組 筆記用具

感想文を書きたい

本を読んで持参

読書感想文の書き方のポイントを、元小学校の      

先生方が優しく指導します。                  

小学1・2年生の親子対象  小学3～6年生対象                               ８ 
7月30日(土)        

 10:40～11:40                     
20名 

９  

親子クッキング教室 ～やさいを楽しく食べよう～ 高松市      

食生活改善推進

協議会牟礼地区     

 8月3日(水)        

10:00～12:00                         

小学生 
の親子  

6組 

１人200円(材料代)  

7/22入金締切 タオル

エプロン・三角巾

持ち帰り用タッパー

親子で野菜を使ったおやつを作りましょう。コロナ禍のた

め、ごぼうスコーンとトマトジャムはタッパ―に入れて持ち

帰り、調理後の試食はいたしません。 

１０

キッズHIP・HOPダンス ダンス         

インストラクター    

CHI →
(ちー)せんせい

 8月4日(木)        

16:00～17:00                         

年中～  
小学生  

10名 

飲み物・タオル

動きやすい服装

室内シューズ(上履き)
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♪ ※2年生以下保護者同伴 

１家族500円(材料代)  

当日集金

ハサミ・スティックのり

雑誌・折り紙・包装紙

No. 講座名・学習内容 講   師 日  時 定 員 持ち物・その他 

１ 

スマホ入門教室 ボランティア養成講座 

スマホ      
アドバイザー 

8月1日，8日(月) 
10:30～12:00 

※10:20牟礼コミセン 
ホールに集合 

高校生 
以上～ 
年齢不問 
10名 筆記用具 

地域のデジタル活用に興味があり、８月１日、８日(月)   

１０:３０～１２：００の「スマホ入門教室」にサポーターとし

て、ボランティアで取り組める方募集。(事前研修無し) 

２ 

くらしのセミナー  ウン知育教室 ヤクルト 
販売株式会社 
管理栄養士  
長尾志津代 

9月9日(金) 
10:00～11:00 

20名 筆記用具    腸内環境は整っていますか？健康のために「出す」ことに

ついての知識を身につけましょう。

３ 

くらしのセミナー  金融サギのカモネギ講座 
～こうしてアナタも騙される～ 

四国財務局 

9月12日(月) 
10:00～11:00 

20名 

筆記用具    
様々な手口の金融サギが横行する今、私は絶対騙されな
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※一組 

15分以内 

 ７月１１日（月）10:30～電話受付開始     牟礼町外の方 ７月１４日（木）12：30～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。 

☆代金は当日支払いで、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。 

 7月11日（月）12:30～電話受付開始  牟礼町外の方７月14日（木）12：30～受付開始    

Ｎｏ． 講座名・学習内容 講   師 日  時 定 員 持ち物・その他 

1 

らくらくピアノ （全５回） 
らくらくピアノ認定講師 

松浦 美恵 

7/25,8/8,29 

9/5,26（各月曜） 

15:00～16:30 

10名 
１，６５０円（楽譜代） 

キーボード（あれば） 

筆記用具 
ピアノが無くても、譜面が読めなくても大丈夫！「気軽」

「喜び」「集い」をテーマに音楽を楽しみましょう。 

2  
テラリウムづくり 

1級フラワーデザイナー 

石丸 まさみ 

8月 1日（月） 

10:00～11:30 
15名 

１，５００円（材料代） 

手拭きタオル お手入れが簡単で涼やかなテラリウム。サボテンや動

物を飾ってサファリ風の作品を作りましょう。 

3 

AED講習と災害に備える家族会議 日本工電 小野 航平 
 

大町コミセン防災講座企画
ボランティア他 

9月 1日(木) 

13:30～15:30 
8名 

筆記用具 

動きやすい服装 
AEDの講習と、家族全員が災害や事故に対して適切・

迅速に行動するための計画方法を学びましょう。 

4 

      おやこ広場 きらきらin 八栗保育所 
むれ子育て 

ふれあいセンター 

9月 2日(金) 

10:00～11:30 
会場：八栗保育所 

6組 動きやすい服装 初の八栗保育所内センター開催！好きなおもちゃで自

由に遊んだり、かんたんな工作を楽しみましょう。 

5 

みんなの活動「みん活」  (全4回） 

 随時企画中 

9/7,21,10/5（各水曜） 

13:30～14:30 
10/19(水) 10:00～12:00 

若干名 
上靴 

動きやすい服装 体操や話し方講座、講演会など参加された方と一緒に

企画します。10/19のみ10:00～ぽかぽか運動会決定！ 

子育て支援 

音響は

soundflavor

にお任せ！ 

 

※一組 

15分以内 

好評！第二回アコギ・キーボード弾き語り    

 

 出演＆観客あつまれ～！ 

●開催日：８月２９日 （月）  １０：００～１２：００  

リハーサル９：２０スタート・控室あり 開場 ９：４５ 
●出演料：無料 観客：無料 

駐車場は先着２０台・ご家族は専用駐車スペースをご案内 

●開催日：７月３１日 （日）１３：００～１５：００  

リハーサル１２：２０スタート・控室あり 開場  １２：４５ 
●出演料：１，０００円 観客：２００円 （１ドリンクつき） 

駐車場は先着２０台・出演者・家族は専用駐車スペースをご案内 

先行受付７月１日（金）12:30～電話受付開始   

町外の方 ７月８日（金）12：30～受付開始  

先着5組限定 
その他楽器はご相談

を。代表タメ斎藤の弾

き語りもお楽しみに！ 

soundflavor共催企画 

夏休みの成果を披露

したいキミ！大ホール

で演奏してみよう！ 

soundflavor共催企画 

先着5組限定 

先行受付７月１日（金）12:30～電話受付開始   

町外の方 ７月８日（金）12：30～受付開始  

Ｎｏ． 講座名・学習内容 講   師 日  時 定 員 持ち物・その他 

6 
夏休み！ハロハロむれキッズ（全4回） アートディレクター 

村上 彩 

ボランティアスタッフほか  

7/28,8/4,18,25 

9:30～11:30 
8/4は駐車場にチョークで 

絵を描きます。参観歓迎 

10名 
学習道具・上靴・タオル 

読みたい本・汚れてもよい 

動きやすい服装・飲み物 
ひとりじかん（学習指導・読書）みんなじかん（ゲーム、

チョークアートなど体験活動）を一緒に楽しみましょう！ 

7  

お金の話と黒板つき貯金箱づくり コープかがわLPA 
 

木工教室 癒楽木 

  青木 節子 

8月 1日（月） 

13:30～15:30 
10名 

１，５００円（材料代） 

筆記用具・木工用ボンド 

低学年は保護者同伴 
ゲームを通してお金の流れを学び、貯金の目標額を決

定！自分だけの木の貯金箱を作って貯金を始めよう！ 

8 

宿題にぴったり！子ども防災教室 防災支援隊（西村ジョイ） 

山内 信哉 
 

大町コミセン防災講座 

企画ボランティア 

8月 ７日（日） 

10:00～12:00 

親子 

10組 

   上靴 
  筆記用具 

非常食プレゼントあり！ 

災害時に必要なもの揃えていますか？最新の防災 
グッズを展示し防災士の方が解説します。写真撮影
OK！自由研究のテーマにもおすすめ！ 

9  

キッズカンフー教室 （全2回） NPO法人日本香川 

精武体育会 会長 

金森 庸二 

8月 8日（月） 

8月22日(月) 

9:00～ 9:45 

12名 
上靴・汗拭きタオル 

動きやすい服装 優しい先生と一緒にカンフーのかっこいいポーズを真

似してみよう！初めてのキッズ大歓迎！！ 

10 
チャレンジ☆おもしろエコ工作 （高学年） 

8月 8日（月） 

10:30～12:00 
10名 

透明な空き瓶 
(プリンカップや小さめのジャム瓶程度） 

エプロン・軍手 

上靴・筆記用具 

 

香川大学 

学生ESDプロジェクト 

ＳｔｅｅｅＰ 

災害時にも役立つ！エコなキャンドルを大学生と一緒

に作りましょう！ 

11 
チャレンジ☆おもしろエコ工作 (低学年） 

8月 9日（火） 

13:30～15:00 
8名 上靴・筆記用具 

廃材を使ってエコな万華鏡を大学生と一緒に作って、

楽しく遊びましょう！ 

12 

作ろう！遊ぼう！大町ぽかぽか縁日 
おやこひろばぽかぽか 

大町コミセン共催イベント 

8月17日（水） 

①10:00～11:30 

②13:00～14:30 

10名 
５００円（参加費）上靴 

持ち帰り用エコバック 

低学年は保護者同伴 
輪投げやビーズアクセサリーづくり、くじびきなどのコー

ナ―を回って楽しく遊びましょう！（①②どちらか選択） 


