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   Ｗｉ-Ｆｉがご利用いただけるようになりました！ 

  

 

   【試行】自主学習スペースとして、 小研修室を開放します！ 

  期 間：７月１日（木）～９月３０日（木） 

  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。 

    ☆Wi-Fiも利用できます☆ 

 〔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 

★まなびＣＡＮからのお知らせ★  

                       

                                             現在、新型コロナウィルスの感染が拡大しております。 

        講座受講の際には、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。 

 ぜひ、ご利用ください！ 



 

 

 ✿日 時…７月１５日（木）午前１０時～１１時３０分 

✿内 容…身近なスマホカメラを使って「いつもと違う写真」の 

     撮り方のコツを、プロのカメラマンが伝授します。 

          コツを知ってより素敵な写真を撮りましょう。 

✿講 師…池田 知英さん（フォトスタジオフレンズ代表） 

✿定 員…申込先着１０人 

✿受講料…５００円 

✿持参物…スマートフォン・筆記用具   

いつでもPhoto スマホLife 

古典文学講座 

平家物語 それぞれの死の様相２０２１ 

✿日 時…７月１３日・２０日・２７日（全３回） 

     いずれも火曜日の午後２時～３時３０分 

✿内 容…平家物語に登場する主要な人物の多様な最期を焦点として考察し、その在り方が   

     物語の中でどのような意味を持つかを追求していきます。 

     今年度は、源頼政・以人王・高倉天皇の三人について考察します。 

✿講 師…澤田 文男さん（高松大学発達科学部教授） 

✿定 員…申込先着３０人 

✿受講料…１，５００円（全３回） 

✿持参物…筆記用具 

 受付開始 

7月１日（木） 

午前９時 

民俗への招待① 海と民俗 

 

 受付開始 

7月１日（木） 

午前９時 

 受付開始 

7月１日（木） 

午前９時 

✿日 時…７月１６日（金）午前１０時～１１時３０分 

✿内 容…海で生きてきた人々の民俗について、信仰や生活、 

          伝承文化を中心にお話しします。 

✿講 師…西山 市朗さん（香川民俗学会会長） 

✿定 員…申込先着３０人 

✿受講料…５００円 

✿持参物…筆記用具 



 ✿日 時…７月１７日（土）午後１時３０分～３時 

✿内 容…旬ごとの茶葉や世界の産地の茶葉を使い、 

     アイスティーをおいしく淹れるコツを実習試飲します。 

✿講 師…川野 淑子さん（ＴＡＫ・ＴＡＣＣ紅茶会） 

✿定 員…申込先着１２人 

✿受講料…無料 

✿材料費…７００円（持ち帰り用茶葉付き） 

 

 受付開始 

7月１日（木） 

午前９時 

今日から始める資産形成～投資の基本と注意点～ 

 
 受付開始 

7月１日（木） 

午前９時 

初心者のためのおいしい紅茶講座～アイスティー編～ 

３階・市民ギャラリーのご案内  

✿塩江ホタルまつり児童ホタルポスター展 

 展示期間…７月２９日(木)～８月１８日（水） 

 主 催…高松市教育委員会 

 共 催…高松市中央商工会青年部塩江支部 

   

✿入場料…無料 ※月曜日は休館(時間は開館時間に同じ）      

✿日 時…８月７日（土）午後１時３０分～３時３０分 

✿内 容…いよいよ到来した人生１００年時代。 

     人間の寿命より先にお金の寿命が尽きる「長生きリスク」 

     に備えるべく、お金の寿命を延ばす為の基本的な知識や 

     注意点を解説します。 

✿講 師…東条 慎也さん（ＮＰＯ法人日本ＦＰ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 



子ども＆親子向け講座 

国語力をアップさせよう！キッズ朗読教室 

 ✿日 時…７月２４日（土）午後１時３０分～３時 

✿内 容…記憶や学習をつかさどる前頭前野を鍛えるためには、音読・朗読がおすすめ！ 

     楽しく読んで、書いて、国語力をアップさせよう。 

✿講 師…宇都宮 啓子さん（朗読・朗誦インストラクター） 

✿定 員…申込先着１０人（年長児・小学生） 

     ※小学３年生以下は保護者同伴 

✿受講料…無料   

✿持参物…筆記用具 

 受付開始 

7月２日（金） 

午前９時 

親子消費者教室 
コロナがおちついたら･･･「遊びに行こうよ計画大作戦」 
～お金についてかんがえてみよう～ 

 ✿日 時…７月２４日（土）午後１時３０分～３時 

✿内 容…ゲームをしながら、お金の使い方やお金でできることを体験する親子消費者教室 

     を開催します。夢いっぱいのレジャー計画を立て、お金を稼いだり、運用した   

     り、工夫することで計画の実現を目指しましょう！ 

✿講 師…境 輝美さん（日本ファイナンシャル・プランナーズ協会香川支部所属） 

✿定 員…申込先着１５組（小学生とその保護者） 

✿受講料…無料 

 受付開始 

7月２日（金） 

午前９時 

 

キッズ大集合！まなびＣＡＮびっくり箱♪ 
 受付開始 

7月6日（火） 

午前９時 
✿日 時…７月２５日（日）午後１時３０分～３時（開場１時） 

✿内  容…マジックショーに紙芝居、ピアノの弾き語りなど、内容 

     盛り沢山夏休みに親子で楽しめるびっくりイベント 

     プレゼントもあるよ★ 

✿出 演…平池 和昭さん（マジック） 

     れおんさん（ピアノ弾き語り） 

     まいまい塾ネットワーキングのみなさん（紙芝居） 

     人ＫＥＮまもる君、人ＫＥＮあゆみちゃん（バルーン人形） 

✿定 員…申込先着５０人 ✿入場料…無料 



✿日 時…７月２７日（火）午後１時３０分～３時 

✿内  容…絶滅危機と言われている菓子木型。その伝統を守るお話と、  

     実際に好きな木型を使って、和三盆お干菓子作りを体験しよう。 

     作ったお干菓子は箱詰めにして持って帰れるよ。 

✿講 師…上原 あゆみさん（豆花 代表）       

✿定  員…申込先着１６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…１，０００円 

夏休み！キッズ和三盆お干菓子作り教室 
 受付開始 

7月9日（金） 

午前９時 

 ✿日 時…７月２８日（水）午前１０時～１２時 

✿内 容…水に関する面白い実験をたくさんするよ！ 

     実験内容は当日までのお楽しみに！ 

     わくわく、どきどきの実験を体験して、夏休みの楽しい思い出を作ろう！ 

✿講 師…竹谷 栄二さん（かがわ環境カウンセラー協議会） 

✿定 員…申込先着１０人（小学４～６年生） 

✿受講料…無料 

わくわく！どきどき！夏休みの水の実験教室 
 受付開始 

7月２日（金） 

午前９時 

 

親子でたのしい♪幼児さんすう教室 

 受付開始 

7月6日（火） 

午前９時 

✿日 時…７月２９日（木） 午前１０時～１１時３０分  

✿内 容…親子ペアになり色板パズルで形あそびやさいころ等を使った 

     ゲームをします。 

     ゲームを通して、さんすうの面白さを体験しましょう！       

✿講 師…眞田 淳子さん           

✿定 員…申込先着１０組（５・６歳児(年中・年長児)とその保護者） 

✿受講料…無料 

✿材料費…５００円（さいころ代。子ども一人につき１セット） 

✿持参物…おはじき３０個 



親子でわかる算数！たのしい算数♪ 

わかる算数！考える算数♪ 

 ✿日 時…７月３０日（金）午後１時～午後２時３０分  

✿内 容…数や図形の不思議さや面白さを体験し て、 

     考える力を伸ばします。           

✿講 師…眞田 淳子さん           

✿定 員…申込先着１５人（小学４～６年生） 

✿受講料…無料 

✿材料費…５００円 

✿持参物…おはじき３０個、ノート、筆記用具 

 受付開始 

7月8日（木） 

午前９時 

ＣＳＲ教室 親子でんき講座 

✿日 時…７月３０日（金）午後２時～３時 

✿内 容…小学生親子向けに、備長炭を使った電池作り等を通して、電気の 

     仕組みや電気機器の上手な使い方を楽しく学びます。 

      ①でんきはどこからきてるのかな？ 

      ②備長炭電池づくり・３３円電池づくり 

✿講 師…四国電力株式会社 香川支店社員 

✿定 員…申込先着８組（小学１～３年生とその保護者） 

✿受講料…無料 

✿持参物…手拭きタオル １０円玉、１円玉 ３枚ずつ 

 受付開始 

7月8日（木） 

午前９時 

 

 受付開始 

7月7日（水） 

午前９時 
✿日 時…７月３０日（金） 午前１０時～１１時３０分 

✿内 容…色板パズルを使って、数や図形の不思議さや面白さを 

     体験しよう！親子でたのしくサイコロゲームもします。      

✿講 師…眞田 淳子さん               

✿定 員…申込先着１０人（小学１～３年生)※保護者同伴 

✿受講料…無料 

✿材料費…５００円 

✿持参物…おはじき３０個、ノート、筆記用具 



作って楽しい折り紙教室～夏のカード～ 

ＣＳＲ教室 親子ＬＥＤ学び講座 

 ✿日 時…７月３１日（土）午後１時３０分～３時  

✿内 容…ハワイアンの音楽に合わせて体を動かし、みんなで楽しく踊ろう。 

✿講 師…山本 博子さん 

     （フラスタジオ メレアロハ ホクラニ インストラクター） 

✿定 員…申込先着１５人（小・中学生）※小学３年生以下は保護者同伴 

✿受講料…無料 

✿持参物…飲み物、汗拭き用タオル ※動きやすい服装で来てね。 

     ※はだしになるので、足を拭くものを持って来てね。 

 受付開始 

7月2日（金） 

午前９時 

夏休み！楽しい子どもハワイアンフラ 

 
✿日 時…８月３日（火）午後１時３０分～３時３０分 

✿内 容…ＬＥＤなどを使って、親子で＜家ライト＞をつくろう！  

✿講 師…鉄尾 憲治さん（パナソニック（株）ライフソリューションズ社） 

✿定 員…申込先着１０組（小学生とその保護者） 

✿受講料…無料 

✿材料費…工作受講者１人につき８００円 

✿持参物…筆記用具、ウェットティッシュ、 

     ものさし（１５ｃｍ程度で可)、ハサミ 

 受付開始 

7月9日（金） 

午前９時 

 開催中止 

 中止 

 
✿日 時…７月３１日（土）又は８月７日（土） 午前１０時～１１時３０分 

✿内 容…夏のカードを作ります。自分だけの楽しいカードを作りましょう。 

✿講 師…四角 整子（しかく よしこ）さん 

     （日本折紙協会香川支部支部長） 

✿定 員…各申込先着１６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…７００円 

✿持参物…はさみ、お手ふき、スティックのり 

 受付開始 

7月7日（水） 

午前９時 



 ✿日 時…８月４日（水）午前１０時～１１時３０分 

✿内 容…お箸袋と弁当袋を作る過程を通して、子どもたちに 

     ものづくりの技術と楽しさを伝えます。 

✿講 師…村川 永子さん（元白ゆり服装学院副学院長） 

✿定 員…申込先着１６人（小・中学生）※小学３年生以下は保護者同伴 

✿受講料…無料 

✿材料費…５００円 

✿持参物…裁縫道具（針、針山、糸切りばさみ、約２０㎝の定規）、筆記用具 

夏休みキッズチャレンジ お箸袋とお弁当袋を作ってみよう！ 

 受付開始 

7月13日（火） 

午前９時 

 

夏休みキッズチャレンジ 美味しい海苔の食べ方を学ぼう！ 

 受付開始 

7月7日（水） 

午前９時 

✿日 時…８月５日（木）午後１時３０分～２時４０分 

✿内 容…海苔の佃煮を作ったり、生海苔と焼きのりを比較したり、 

     香川県のノリ養殖についても学びます。 

✿講 師…一般社団法人 香川県水産振興協会職員 

     香川県農政水産部水産課職員 

✿定 員…申込先着８人（小学生）※小学３年生以下は保護者同伴 

✿受講料…無料 

✿持参物…筆記用具 

希少糖の作り方に触れてみよう 

✿日 時…８月３日（火）午後１時３０分～３時３０分 

✿内 容…微生物や酵素を用いた希少糖の作り方を紹介します。 

     また、微生物（ドライイースト）を用いた糖の実験を行います。 

✿講 師…望月 進さん（香川大学国際希少糖研究教育機構・助教) 

     加藤 志郎さん(同機構・助教） 

     吉原 明秀さん(同機構・准教授） 

✿定 員…申込先着１６人（小学４年生から中学生） 

✿受講料…５００円 

受付期間 

7月13日（火） 9時から 

7月27日(火)16時まで 



こどものためのセルフケアヨガ 

✿日 時…８月６日（金）午前１０時３０分～１１時３０分 

✿内 容…子ども自身が自分でできる心身のセルフケアのためのヨガです。 

     日々成長する子どもたちの、体の動かし方や呼吸と姿勢、 

     体と仲良くなることや、しなやかで丈夫な心と体づくりを、 

     ヨガを通して学びます。 ※動きやすい服装でお越し下さい。 

✿講 師…かわだ ゆきみさん 

     （はぐたいむヨガⓇ-こどもと大人のためのヨガと瞑想＆English－主宰） 

✿定 員…申込先着１０人（小学２年生～６年生）※小学３年生以下は保護者同伴 

✿受講料…無料  ✿持参物…飲み物、汗拭き用タオル、ヨガマット又はバスタオル 

ゆびで描く♪かんたんキッズパステルアート 

 

 

✿日 時…８月７日（土）午後１時３０分～３時 

✿内 容…『パステル』という画材をパウダー状に削り、 

     色の粉をゆびにつけてくるくると楽しく絵を描きましょう。 

     絵心がなくても大丈夫！ 

     夏休みの宿題や思い出作りにぜひどうぞ♪ 

✿講 師…清水 なつみさん 

✿定 員…申込先着１６人（小・中学生） 

     ※小学３年生以下は保護者同伴 

✿受講料…無料 

✿材料費…１，０００円 ✿持参物…指を拭く布 

 受付開始 

7月8日（木） 

午前９時 

 

キッズ木工教室 ～作って遊ぼう！ビー玉ころがし～ 

 受付開始 

7月１３日（火） 

午前９時 

✿日 時…８月８日（日）午前１０時～正午 

✿内 容…木工キットを使って、楽しく簡単オリジナルのビー玉 

          ころがしを作って遊ぼう！ 

✿講 師…青木 節子さん（木工教室癒楽木（ゆらぎ）主宰） 

✿定 員…申込先着１６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…１，２００円 

✿持参物…木工用ボンド、絵具セット(作品に色を塗りたい人は持って来てね!) 

 受付開始 

7月9日（金） 

午前９時 



開催日 講座（行事）名 時間 

１ (木)   実践！！自分でできる足うらっこ体操  13：30 ～ 15：30 

2 (金)    姿勢改善！ピラティストレーニング講座 (3回目/全4回) 13：00 ～ 14：30 

3     (土)    キッズ☆イングリッシュ～Please do come! Let`s have fun!!～  (2回目/全4回) 10：00 ～ 1１：00 

6   (火)      大人のためのお金と生活の知恵  10：00 ～ 11：30 

7 (水)   ＩＴ講座 初心者のためのワード&エクセル (6回目/全8回) 13：30 ～ 15：30 

9 (金)    姿勢改善！ピラティストレーニング講座 (4回目/全4回) 13：00 ～ 14：30 

10  (土)   
  キッズ☆イングリッシュ～Please do come! Let`s have fun!!～  (3回目/全4回) 10：00 ～ 1１：00 

  民法で変わった、新しい相続対策・遺言書  13：30 ～ 15：３0 

13     (火)  
  ☆古典文学講座 平家物語 それぞれの死の様相2021  (1回目/全3回) 14：00 ～ 15：30 

 つまみ細工を身近に感じる体験をしよう!  13：30 ～ 15：00 

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

15 (木)   ☆いつでもPhoto スマホLife  10：00 ～ 1１：30 

16 (金)   ☆民俗への招待①「海と民俗」 (1回目/全4回) 10：00 ～ 11：30 

17  (土)  
  キッズ☆イングリッシュ～Please do come! Let`s have fun!!～  (4回目/全4回) 10：00 ～ 11：00 

  初心者のための美味しい紅茶講座～アイスティー編～  13：30 ～ 15：00 

20 (火)   ☆古典文学講座 平家物語 それぞれの死の様相2021  (2回目/全3回) 14：00 ～ 15：30 

21  

  ☆１６ミリフィルム上映会① 腹ぺこ童子（３０分）  11：00 ～  

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

  ☆１６ミリフィルム上映会② 一寸法師（１５分）  14：00 ～  

24  (土)  

  ☆親子消費者教室 

 コロナがおちついたら･･･「遊びに行こうよ計画大作戦」 

 ～お金について考えてみよう～ 

 13：30 ～ 15：00 

  ☆国語力をアップさせよう！キッズ朗読教室  13：30 ～ 15：00 

25 (日)   ☆キッズ大集合!まなびCANびっくり箱 ※13：00開場 13：30 ～ 15：00 



開催日 講座（行事）名 時間 

27  

  ☆古典文学講座 平家物語 それぞれの死の様相2021  (3回目/全3回) 14：00 ～ 15：30 

(火)  

  ☆夏休みキッズ・和三盆お干菓子作り教室  13：30 ～ 15：00 

28 (水)   ☆わくわく！どきどき！夏休みの水の実験教室  10：00 ～ 12：00 

29        (木)    

  ☆まなび映画ＣＡＮ④ 

  「NORIN TEN 稲塚権次郎物語」 
※13：00開場 13：30 ～ 15：20 

  ☆親子でたのしい♪幼児さんすう教室  10：00 ～ 11：30 

30 (金)  

  ☆親子でわかる算数！たのしい算数♪  10：00 ～ 11：30 

  ☆わかる算数！考える算数♪  13：00 ～ 14：30 

  ☆ＣＳＲ教室 親子でんき講座  14：00 ～ 15：00 

31 (土)   
  ☆作って楽しい折り紙教室～夏のカード～  10：00 ～ 11：30 

  ☆夏休み！楽しい子どもハワイアンフラ  13：30 ～ 15：00 

開催日 講座（行事）名 時間 

3   (火)  
  ＣＳＲ教室 親子ＬＥＤ学び講座  13：30 ～ 15：30 

  希少糖の作り方に触れてみよう  13：30 ～ 15：30 

4 (水) 
  夏休みキッズチャレンジ  
  お箸袋とお弁当袋を作ってみよう！  10：00 ～ 11：30 

 5    (木) 
  夏休みキッズチャレンジ 

  美味しい海苔の食べ方を学ぼう   
 13：30 ～ 14：40 

6 (金)    こどものためのセルフケアヨガ  10：30 ～ 11：30 

 7     (土)   

  作って楽しい折り紙教室～夏のカード～  10：00 ～ 11：30 

  今日から始める資産形成～投資の基本と注意点～  13：30 ～ 15：30 

  ゆびで描く♪かんたんキッズパステルアート  13：30 ～ 15：00 

8 (日)    キッズ木工教室 ～作って遊ぼう！ビー玉ころがし～  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。 



 

☆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♪ 

 

 

  
         

                                「ＮＯＲＩＮ ＴＥＮ 稲塚権次郎物語」 

  ✿上映日…７月２９日（木）午後１時３０分～３時２０分(開場:午後１時) 

 ✿内 容…世界の小麦を育てた稲塚権次郎の物語。まっすぐな小麦のように一途に生きる   

      日本人の心意気を伝える。 

       監督・脚本：稲塚 秀孝 キャスト：仲代 達也 藤田 弓子 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お越し下さい。  

まなび映画ＣＡＮ ４ 

 

 

  

 

 

 

   ✿上 映 日…７月２１日（水） ①午前１１時～ ②午後２時～ 

  ✿上映作品…①腹ぺこ童子（３０分）※午前１１時から 

       ②一寸法師 （１５分）※午後２時から          

  ✿場  所…生涯学習センター２階 視聴覚室 

 ✿入場料…無料  

      ※観覧希望者は当日直接会場へお越し下さい。      

 １６ミリフィルム上映会 


