
高松市生涯学習センター(まなびＣＡＮ)の毎月の情報がたくさん詰まっています！ 

2021年１２月号 

№２２２ 

◆発行：高松市生涯学習センター（まなびCAN） 

〒760-0040  高松市片原町11番地１ 

                                    『むうぶ片原町』ビル内 

                                        TEL：087-811-6222  

                                        FAX：087-821-8022 

＜開館時間＞火曜日～土曜日：午前９時～午後１０時 

      日曜日・休日：午前９時～午後５時 

＜休館日＞月曜日（休日の場合はその日後の 

           最も近い休日でない日） 

     年末年始（12月29日～１月3日） 

＜Eメール＞can@city.takamatsu.lg.jp 

まなびCAN  HPはこちら 

  ◇自主学習スペース無料開放中！！◇ 
                     お気軽にご利用ください。 
                    期 間：令和４年３月３１日（木）まで 

                        時 間：１８時から２２時まで 

                 ※その他の時間は交流サロン（２Ｆ）をご利用ください。 

                       ☆無料Wi-Fiも利用できます   

★まなびＣＡＮからのお知らせ
  

  

 

                       

                                       コロナウィルス感染の再拡大・リバウンドの防止のため、 

        講座受講の際には、引き続き、手洗いや咳エチケットなど、 

        感染の拡大防止の徹底にご協力をお願い申しあげます。      

※掲載情報は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、内容が変更になる場合がありま

す。最新情報などは、市ホームページや当センターへご確認ください。 

 

  

 

 

 

 

      Ｗｉ-Ｆｉがご利用いただけます！ 

〔接続サービスが可能なエリア〕 

・多目的ホール ・大研修室 ・小研修室 ・視聴覚室 



ズバリ「勉強はなぜするの？」

子育て力アップから人間力アップへ 

紙バンドを使ったかご作り 

市街地の再開発について 純銀粘土 

アクセサリー作り教室 

●日 時…１２月１６日（木） 

      午前１０時～１２時 

●講 師…六車 明美さん 

     （六車銀粘土教室） 

●定 員…申込先着１６人 

●受講料…５００円 

●材料費…１，５００円（紐付き） 

●持参物…筆記用具、 

     汚れてもよいミニタオル 

純銀の粉末が練りこまれた画期的な貴金

属素材の粘土でオリジナルのペンダント

トップを作りましょう。 

●日 時…１２月１７日（金） 

     午後１時３０分～２時３０分 

●講 師…高松市都市計画課職員 

●定 員…申込先着１４人 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

中心市街地の空洞化を抑制するために、

丸亀町商店街が主体的に推進した市街地

再開発事業を中心に、市街地再開発の概

要や市内で現在施行中の事業を紹介しま

す。 

●日 時…１２月１８日（土） 

         午後１時３０分～３時 

●講 師…堀尾 光宣さん 

●定 員…申込先着１０人 

●受講料…無料 

●資料代…１００円 

●持参物…筆記用具 

●日 時…１２月２１日（火） 

         午後１時３０分～３時３０分 

●講 師…かがわ自然観察会 

●定 員…申込先着１０人 

●受講料…無料 

●材料費…５００円 

●持参物…えんぴつ、はさみ、木工用ボンド 

     洗濯ばさみ（２０個） 

子どもが、なぜ勉強するのかを分かりや

すく説明します。それを通して、子育て

に対する見方が変わり、ひいては保護者

（大人）自身の人間力アップに繋がりま

す。（お子様をお持ちの保護者向け講座

です。） 

使わなくなった紙で出来た紙バンドを

使ってかごを作り、楽しみながら、リサ

イクルの推進についての理解を深めま

す。 

受付開始…１２月１日（水）午前９時 

受付開始…１２月１日（水）午前９時 

受付期間…１２月１日（水）午前９時から 

     １２月１４日（火）まで 

受付開始…１２月１日（水）午前９時 



省エネ・節電！ 

～上手な電気の使い方～ 

 

デコパージュでの時計作り 教えて 糖尿病のうそ、ほんと 

●日 時…１２月２２日（水） 

     午後１時３０分～２時３０分 

●講 師…横山 知子さん 

     （高松赤十字病院 糖尿病看護    

     認定看護師） 

●定 員…申込先着３０人 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

現代の国民病とも言われ、様々なメディア

で取り上げられている糖尿病。今一度、糖

尿病という病気がどのようなものかを、予

防するためのポイントを踏まえてお話しし

ます。正しい知識を持ち、糖尿病予防を行

いましょう! 
●日 時…１２月２４日（金） 

     午前１０時～１２時 

●講 師…静 由美さん  

●定 員…申込先着１６人 

●受講料…５００円 

●材料費…６００円 

●持参物…はさみ、 

     絵筆(平筆１本 大きめのもの） 

デコパージュ(紙に描かれた絵を切り抜い

てモチーフをつくり、家具などに貼り付

けて上からニスを塗って仕上げる)での時

計作りを行います。 

●日 時…１２月２４日（金） 

     午後１時３０分～３時 

●講 師…三好 恒治さん 

     （パナソニック株式会社 

      エレクトリックワークス社) 

●定 員…申込先着３０人 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

電気の知識を学んで安全で上手な電気の

使い方を実践しましょう! 

★あなたの省エネ・節電行動チェック 

★家庭で電気を一番消費するものは？ ほか 

受付開始…１２月１日（水）午前９時 受付開始…１２月１日（水）午前９時 

受付開始…１２月１日（水）午前９時 

 

悩み解消！パソコンＱ＆Ａ 

●日 時…令和４年１月１２日・１９日・    

     ２６日いずれも水曜日の 

     午後１時３０分～３時 

●講 師…ボランティアスタッフ 

●定 員…各回申込先着８人（１人１回のみ） 

●受講料…無料  

初級程度のワード、エクセル及びインター

ネット操作についてのちょっとした悩みや

疑問を解決します。（個別に回答いただけ

ます） 

受付開始…１２月２日（木）午前９時 



 

はじめての篆刻（てんこく）講座 

知っておきたい作法と所作 

 

はじめての確定申告 

●日 時…令和４年１月１５日（土） 

     午後１時３０分～３時３０分 

●講 師…岡本 正雄さん（ＮＰＯ法人日本     

      ファイナンシャルプランナーズ協会    

      香川支部会員） 

●定 員…申込先着４５人 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

初めて確定申告をする方を対象にわかりや 

すく話します。 

・今年の改正点 

・確定申告についての説明 

・国税庁ホームページの確定申告書作成 

 コーナーの活用法  

●日 時…令和４年１月２０日（木） 

     午前１０時～１２時 

●講 師…北山 讃舟さん（篆刻家）  

●定 員…申込先着１６人 

●受講料…５００円 

●材料費…１，５００円 

    （道具レンタル代含む） 

●日 時…令和４年１月２１日（金） 

     午前１０時～１１時３０分 

●講 師…村尾 美江さん（民俗作法  

     研究会会長・弓馬術礼法小笠 

     原流 門人） 

●定 員…申込先着１５人 

●受講料…５００円 

●持参物…筆記用具、靴下（実習の際に 

     使用します） 

名前の一文字を、石の土台に彫って、自

分だけの印を作りませんか？文字の成り

立ちを面白く勉強します。 

※彫りたい文字一文字を決めてからお申

し込みください。 

携帯電話とメールの作法。 

和室にて、美しい大人の所作も実習しま

す。 

受付開始…１２月２日（木）午前９時 

受付開始…１２月２日（木）午前９時 

 

 
子ども消しゴムハンコ教室 

●日 時…１２月２６日（日） 

     午前１０時～１２時 

●講 師…菊内 昭宏さん 

     （一級表装技能士） 

●定 員…申込先着１０人※小学生 

     （小学３年生以下は保護者同伴） 

●受講料…無料 

●材料費…３００円 

●持参物…作品を持ち帰る袋 

可愛い図案や文字を楽しみながら彫って

みませんか。消しゴムハンコを彫りハガ

キに押して、額も作ります。 

受付開始…１２月２日（木）午前９時 

受付期間…１２月２日（木）午前９時から 

     令和４年１月１３日（木）まで 



 

 

  
         

 

まなび映画ＣＡＮ ⑩ 

 

    ✿上映日…１２月３日（金）午後６時３０分～８時３０分（開場 午後６時） 

  ✿内 容…タイムマシンを使って中世へ  

      タイムリミットは６時間！戦乱の１４世紀から、彼らは脱出できるか！？ 

      ＜監督＞リチャード・ドナー、 ＜出演＞ポール・ウォーカーほか 

      ＜原作＞マイケル・クライトン 

  ✿定 員…当日先着１００人   ✿入場料…無料    

 ✿場 所…生涯学習センター３階 多目的ホール ※観覧希望者は当日直接会場へ。 

    タイムライン 

 

 

  
         

 

まなび映画ＣＡＮ ⑪ 

 

    ✿上映日…１２月１６日（木）午後１時３０分～３時４０分（開場 午後１時） 

  ✿内 容…もし、あの時、彼女と別れなかったら？ 

      二つの違う人生を体験した男が下した決断とは？ 

      ニコラス・ケイジが贈る最高にロマンチックなファンタジー・ラブストーリー 

      ＜監督＞ブレット・ラトナー 、＜出演＞ニコラス・ケイジ、ティア・レオーニほか 

  ✿定 員…当日先着１００人   ✿入場料…無料    

 ✿場 所…生涯学習センター３階 多目的ホール ※観覧希望者は当日直接会場へ。 

天使のくれた時間  

 

 

  

 

 

 

    ✿上 映 日…１２月２２日（水）   

  ✿上映作品…①午前１１時～ アリとキリギリス（１２分） 

        ②午後２時～  注文の多い料理店（２３分）      

   ✿入 場 料…無料  

  ✿場  所…生涯学習センター２階 視聴覚室  ※観覧希望者は、当日直接会場へ。 

１６ミリフィルム上映会 



開催日 講座（行事）名 時間 

1    (水)  ＩＴ講座 初心者のためのワード&エクセル講座 (7回目/全8回) 13：30 ～ 15：30 

2     (木)  
 危険予知！～暮らしの中の危険に気づく力を身につけよう～  13：30 ～ 14：30 

 実用の書～楽しみながら書に親しもう～ (1回目/全3回) 13：30 ～ 15：30 

3 (金)  
 元気な高松創生講座③自主防災組織の役割の変化と課題について  14：00 ～ 15：30 

 ☆まなび映画ＣＡＮ⑩「タイムライン」 18：30 ～ 20：30 18：00 開場 

4      (土) 

 みんなあつまれーもうすぐクリスマス  10：00 ～ 11：30 

 小学１年生の算数たいけん広場 (1回目/全2回) 10：00 ～ 11：30 

 小学2年生の算数たいけん広場 (1回目/全2回) 13：30 ～ 15：00 

8   (水) 
 やさしいリラックスヨーガ (2回目/全3回) 10：00 ～ 11：30 

 ＩＴ講座 初心者のためのワード&エクセル講座 (8回目/全8回) 13：30 ～ 15：30 

9     (木)  
 地震・津波に関する話  13：30 ～ 15：00 

 実用の書～楽しみながら書に親しもう～ (2回目/全3回) 13：30 ～ 15：30 

11 (土)   宇宙講座「ふしぎな宇宙の話をしよう！」 (3回目/全3回) 13：30 ～ 15：30 

12 (日)   苔玉作り教室 13：30 ～ 15：00 

15 (水)  体内の微生物が病気の最大の原因！？  13：30 ～ 15：00 

16  (木)  

 ☆純銀粘土アクセサリー作り教室  10：00 ～ 12：00 

 実用の書～楽しみながら書に親しもう～ (3回目/全3回) 13：30 ～ 15：30 

 ☆まなび映画ＣＡＮ⑪「天使のくれた時間」 13：00 開場 13：30 ～ 15：40 

17 (金)   ☆市街地の再開発について  13：30 ～ 14：30 

18 (土)  13：30 ～ 15：00  ☆ズバリ「勉強なぜするの?」子育て力アップから人間力アップへ  

21 (火)   ☆紙バンドを使ったかご作り  13：30 ～ 15：30 

22     (水)  

 やさしいリラックスヨーガ (3回目/全3回) 10：00 ～ 11：30 

 ☆１６ミリフィルム上映会 ①アリとキリギリス （１２分） 11：00 ～ 11：12 

 ☆教えて 糖尿病のうそ、ほんと  13：30 ～ 14：30 

 ☆１６ミリフィルム上映会 ②注文の多い料理店 （２３分） 14：00 ～ 14：23 

24     (金)  
 ☆デコパージュでの時計作り  10：00 ～ 12：00 

 ☆省エネ・節電！～上手な電気の使い方～  13：30 ～ 15：00 

26 (日)  ☆子ども消しゴムハンコ教室  10：00 ～ 12：00 

☆ は、先月号の行事一覧に記載のなかった講座です。 



開催日 講座（行事）名 時間 

12 (水)  ★悩み解消！パソコンＱ＆Ａ  13：30 ～ 15：00 

15    (土)  はじめての確定申告  13：30 ～ 15：30 

19 (水)  ★悩み解消！パソコンＱ＆Ａ  13：30 ～ 15：00 

20    (木)   はじめての篆刻（てんこく）講座 10：00 ～ 12：00 

21 (金)   知っておきたい作法と所作 10：00 ～ 11：30 

22 (土)   
 小学１年生の算数たいけん広場 (2回目/全2回) 10：00 ～ 11：30 

 小学2年生の算数たいけん広場 (2回目/全2回) 13：30 ～ 15：00 

26 (水) 13：30 ～ 15：00  ★悩み解消！パソコンＱ＆Ａ  

◆◆１階・エントランスホールのご案内◆◆  

      ✿新塩屋町コミュニティセンター イキイキクラブ作品展

             展示期間…１２月８日(水)～１8日(土)  

    入場料…無料 ※月曜日は休館  

     ※文化祭作品展は３階市民ギャラリーにも展示しています。 

 

☆まなびCANの講座やイベントの最新情報を、あなたに直接お届けします♪ 

☆配信は月に１回。配信のタイミングは前月末頃の予定です♪ 

☆パソコン・携帯電話、どちらのアドレスでも、その両方でも、登録が可能♪ 

☆購読料は無料（通信料金を除く）です。詳しくは、まなびCAN（☎８１１－６２２２）まで♪ 

      ✿新塩屋町コミュニティセンター 文化祭作品展

             展示期間…１１月２３日(火)～１２月５日(日)  

★悩み解消！パソコンＱ＆Ａは、いずれか一回のみ受講できます。 



 

                            まなびＣＡＮを利用しませんか？ 
～貸 館 事 業～ 

    生涯学習センター( まなびＣＡＮ )では、市民の皆様の生涯学習と交流の場を提供 

  するために、研修室・音楽室・実習室・和室など、それぞれの目的にあった部屋の 

  貸し出しを行っております。 

     学習会やサークル活動など、たくさんの方々に利用いただいております。 

  ☆｢小研修室｣｢和室｣｢実習室｣｢音楽室｣｢視聴覚室｣の５室は、１時間単位でご利用 

   いただけます。 

      ☆Wi-Fiが無料で使用できます。(多目的ホール・大研修室・小研修室・視聴覚室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

  

 ●詳しくはセンターのホームページをご覧いただくか、お電話又はご来館にて、 

   お問い合わせください。 高松市生涯学習センター ☎０８７－８１１－６２２２ 

※利用開始日の属する月の5か月前から利用申し込みができます。 

●使用料一覧       

   使用単位 

 

 施設名 

午 前 午 後 夜 間 午前･午後 午後･夜間 全 日 1時間当たり 

9～12時 13～17時 18～22時 9～17時 13～22時 9～22時 9～18時 18～22時 

多目的ホール 14,510 20,670 24,730 35,180 45,400 54,000     

大研修室 5,930 8,010 9,670 13,940 17,680 21,190     

小研修室 2,200 2,960 3,610 5,160 6,570 7,910 800  960  

和室 1,200 1,530 1,860 2,730 3,390 4,170 420  510  

ＯＡ実習室 2,410 3,300 3,830 5,710 7,130 8,570     

実習室 2,410 3,300 3,830 5,710 7,130 8,570 860  1,040  

音楽室 2,410 3,300 3,830 5,710 7,130 8,570 860  1,040  

視聴覚室 2,200 2,960 3,610 5,160 6,570 7,910 800  960  

 年末年始の休館日のお知らせ 

１２月２９日(水)～１月３日(月)の間、 

休館いたします。 

    ※年末年始の休館日にご注意ください！ 

     来年も引き続き、まなびＣＡＮを 

          よろしくお願いいたします。 


