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木太町ホームページ木太町ホームページ木太町ホームページ木太町ホームページにも掲載していますにも掲載していますにも掲載していますにも掲載しています。ぜひ見にきてください！！！。ぜひ見にきてください！！！。ぜひ見にきてください！！！。ぜひ見にきてください！！！    

今年の夏も暑い暑いの言葉しか思い浮かびませんでしたね。みなさん夏バテされていませんか？今年の夏も暑い暑いの言葉しか思い浮かびませんでしたね。みなさん夏バテされていませんか？今年の夏も暑い暑いの言葉しか思い浮かびませんでしたね。みなさん夏バテされていませんか？今年の夏も暑い暑いの言葉しか思い浮かびませんでしたね。みなさん夏バテされていませんか？    

後期のコミュニティ講座が始まります。後期のコミュニティ講座が始まります。後期のコミュニティ講座が始まります。後期のコミュニティ講座が始まります。すすんでご参加ください。どなたでも受講できます。どなたでも受講できます。どなたでも受講できます。どなたでも受講できます。    

受講を希望される方は直接木太コミュニティセンターまでお申し込みください。（お電話による受付はお電話による受付はお電話による受付はお電話による受付は

いたしません。いたしません。いたしません。いたしません。）９月１０日（火）から木太コミュニティセンターにて受付をいたします。先着順で定

員になれば締め切らせていただきます。受付時間は午前９時半から午後４時までです。 

 

＊各講座の日程・持参物等詳細は受付時にお渡しします＊ 

 

Ｎｏ 講座名・対象・定員 講  師 回数・日時 学習内容・備考 

１ ベビーマッサージベビーマッサージベビーマッサージベビーマッサージ

＆ヨーガ＆ヨーガ＆ヨーガ＆ヨーガ    

 募集１０組 

生後４カ月～1 歳の

赤ちゃんと保護者 

ベビーマッサージ

講師 

末澤 久美先生 

 

３回 

１０月 １日（火） 

１０月 ８日（火） 

１０月１５日（火） 

 

１３時半～１４時半 

 

ベビーマッサージで親子のスキンシップを、ベビ

ーヨーガﾞでつかむ力・バランス感覚等の基礎を

養います。３回のレッスンで一通りのマッサージ

＆ヨーガを覚えられます。 

 

＜参加費＞１回 500 円 オイル代含む 

（当日集金します） 

＊１１月５日・１２日・１９日 

＊１２月３日・１０日・１７日にも開催します 

２ ベビーダンスベビーダンスベビーダンスベビーダンス    

 募集２０組 

生後３カ月～２歳

前後の赤ちゃんと

保護者 

ベビーダンス講師 

末澤 久美先生 

 

１回 

１０月２２日（火） 

１３時半～１４時半 

抱っこ紐やスリングを使って赤ちゃんを抱っこ

し、音楽に合わせて動きます。気持ちよくて眠っ

てしまうベビーもいます。 

スキンシップを増やし、親子のコミュニケーショ

ンを深めましょう。 

＜参加費＞ 500 円（当日集金します） 

１回 

１１月２６日（火） 

１３時半～１４時半 

３ スクラップブッキスクラップブッキスクラップブッキスクラップブッキ

ング教室ング教室ング教室ング教室    

募集１６名 

一般 

スクラップブック

講師 

青木 麗子先生 

１回 

１０月 ３日（木） 

１０時～１２時 

かわいい我が子の写真をスクラップすることで

さらに可愛く成長記録としてアルバムを作りま

しょう。小さいお子様同伴も可能です。 

可愛い見本がコミセンにあります！ 

＜材料費＞ 500 円（受付時集金します） 

子どもの写真を 4～5枚ご持参ください 

１回 

１１月 ７日（木） 

１０時～１２時 

４ エコクラフトでエコクラフトでエコクラフトでエコクラフトで手手手手

さげさげさげさげバッグバッグバッグバッグを作ろを作ろを作ろを作ろ

うううう    

募集１２名 

一般 

手芸同好会会員 

村川 満代さん 

２回 

９月２０日(金) 

９月２７日(金) 

 

９時半～１２時 

エコクラフト（紙バンド）ですてきな手さげバッ

グを作りましょう。見本はコミセン玄関にありま

す。色は選べます。２回で仕上げます。初心者の

方でも、楽しめます。 

＜材料費＞ 500 円（受付時集金します） 

材料準備の都合上 9/15 までに申込み下さい。 

５ ノルディックウォノルディックウォノルディックウォノルディックウォ

ーキング教室ーキング教室ーキング教室ーキング教室    

    

募集１５名 

一般 

ノルディックウォ

ーキング講師 

木内 ひとみ先生 

 

３回 

１１月 １日（金） 

１１月１５日（金） 

１１月２９日（金） 

 

１３時半～１５時 

 

2 本のポールを持って、全身を使って歩きます。

腰や膝に負担をあまりかけずに歩けます。ポール

を使うことにより上半身の筋肉も、使うので姿勢

もよくなります。 

＜ポール使用料＞一回 300 円（受付時集金しま

す） 

６ 

 

消しゴムはんこ消しゴムはんこ消しゴムはんこ消しゴムはんこ    

入門教室入門教室入門教室入門教室    

募集１５名 

一般 

消しゴムはんこ作

家 

horimom 先生 

１回 

１２月 ６日(金) 

１０時～１２時 

消しゴムとカッターさえあれば誰にでもできる、

消しゴムはんこ！基本の彫り方、捺し方のコツま

で教えてくれます。年賀状にワンポイントはんこ

で、好感度アップまちがいなし！ 

＜材料費＞ 300 円（受付時集金します） 

講 座 

受 講 生

募 集 

平成２５年９月１日  

木太コミュニティセンター 

Tel  ８３４－５５４７ 

裏面もご覧ください！ 



７ 絵手紙の年賀状を絵手紙の年賀状を絵手紙の年賀状を絵手紙の年賀状を

作ろう作ろう作ろう作ろう    

募集１５名 

一般 

絵手紙作家 

石井 聖子先生 

 

１回 

１２月 ９日（月）

１３時半～１５時 

絵心なんてなくて大丈夫！ 輪郭線と文字は墨

で描き、顔彩で色をつけます。手描きの魅力を再

発見してみませんか。個性を生かした年賀状を作

りましょう。 

＜材料費＞300 円 （当日集金します） 

 体験用貸出あります 

８ 干支の色紙飾りを干支の色紙飾りを干支の色紙飾りを干支の色紙飾りを

作ろう作ろう作ろう作ろう    

募集１５名    

一般 

香川県折り紙協会

坂本 整子先生 

１回 

１２月 ３日（火）

１０時～１２時 

色紙に和紙で、干支の馬のお正月の飾りを作りま

す。作品見本は１０月になったらミュニティセン

ターに飾ってあります。 

＜材料費＞1500 円 （受付時集金します） 

 

９ 紙粘土で作る干支紙粘土で作る干支紙粘土で作る干支紙粘土で作る干支

のののの馬馬馬馬    

募集１５名 

一般 

紙粘土講師 

川村 真利子先生 

１回 

１１月２８日（木） 

１０時～１２時 

来年の干支の馬を紙粘土でつくります。見本はコ

ミュニティにあります。 

＜材料費＞400 円程度 （受付時集金します） 

 

１０ フラワーアレンジフラワーアレンジフラワーアレンジフラワーアレンジ

メントメントメントメント    

募集２０名 

一般 

フラワーアレンジ

講師 

石丸 まさみ先生 

１２月 ６日（金） 

ｸﾘｽﾏｽ用生花ｱﾚﾝｼﾞ 

１０時～１２時 

素敵なフラワーアレンジメントを作ります。1 回

のみの参加でも可です。 

 

＜材料費＞１回 1700 円 （当日集金します） 

 

１２月２０（金） 

お正月用生花ｱﾚﾝｼﾞ

１０時～１２時 

１１ お正月用ガーデニお正月用ガーデニお正月用ガーデニお正月用ガーデニ

ング教室ング教室ング教室ング教室    

募集２０名 

一般 

園芸研究家 

上枝 武美 先生 

１回 

１２月１８日（水） 

 １０時～１２時  

お正月用の寄せ植えを楽しみましょう。 

＜材料費＞3000 円程度 （当日集金します） 

 

申込みのお問い合わせ申込みのお問い合わせ申込みのお問い合わせ申込みのお問い合わせは 

木太コミュニティセンター木太コミュニティセンター木太コミュニティセンター木太コミュニティセンター    

TEL ８３４－５５４７８３４－５５４７８３４－５５４７８３４－５５４７まで 

 

 

 

 

 

婦人会婦人会婦人会婦人会からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ    

    

廃食油ステーションの日程は下記のとおりです 

１１月２１１月２１１月２１１月２６６６６日（火）日（火）日（火）日（火）    ９時～１２時９時～１２時９時～１２時９時～１２時    

２月２２月２２月２２月２５５５５日（火）日（火）日（火）日（火）    

木太・木太南・木太北部 お近くのコミュニティ

センターまでお持ちください。 

※家庭からでた廃食油に限ります 

 

各コミュニティセンターで 

高松市指定ごみごみごみごみ袋袋袋袋販売しています 

特小 １００円 ・小  ２００円 

中  ３００円 ・大  ４００円 

 

センターセンターセンターセンター図書室図書室図書室図書室 利用 ご案内 

開館時間 月曜～日曜 ９時～５時 

閉館日  祝日・年末年始 

オレンジページ・ためしてガッテン・サンキュ・暮ら

しの手帳 を定期購読しています。ぜひご利用下さ

い。 

移動図書館移動図書館移動図書館移動図書館も毎月コミュニティ駐車場に来ていま

す。 返却は１か月後です。９月は２６日（木）です。

一度来てみませんか！！！ 

 

第第第第３１３１３１３１回木太地区文化祭回木太地区文化祭回木太地区文化祭回木太地区文化祭    

 

１０月２６日（土）１０時から１６時 

１０月２７日（日）１０時から１５時 

木太小学校体育館・木太コミュニティセン

ターで行われます。 

作品展示・フリーマーケット・バザーなど

いろんな催しがあるので是非来て下さい。

お待ちしております 

町民町民町民町民ハイキングのおハイキングのおハイキングのおハイキングのお知知知知らせらせらせらせ    

 

平成２５年度 第３５回町民ハイキングを次のとおり行い

ます。 

１．日時   平成２５年１１月２３日（土） 

２．行先   未定 

なお、詳しいことは、後日回覧にて周知しますのでよろし

くお願いします 


