
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！ 

2022年１０月号 

№２３２ 

★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、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。 

  ・車いすを使用して講座の受講を希望する方は、事前に当センターまで 

   ご連絡ください。  

  ・「音声リアル文字化アプリ（ＵＤトーク）等搭載タブレット」の利用 

   を希望する方は、事前に当センターまでご相談ください。 

◆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 

 

◆自主学習スペースを無料開放しています◇   

☆お気軽にご利用ください 

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 飲み物ＯＫ  

インスタグラムQRコード 



 

古文書解読 
～昭和１０年の『女子書鑑』を読みます～ 

 
 

 

実用の書 
～楽しみながら書に親しもう～ 

●日 時…１０月１３日・２７日、 

     １１月１０日いずれも木曜日 

      (全３回)午後１時３０分～３時 

●講 師…安藝 恵津子さん（書道講師） 

●定 員…申込先着１４人 

●受講料…１，５００円（全３回） 

●材料費…１００円(用紙代 ３回分) 

●持参物…筆ペン(中字用)・文鎮 

日常生活で役立つ書を筆ペンで書きましょう。 

慶弔表書き、住所や名前、手紙や葉書など、美 

しくバランスよく書くコツをお伝えします。 

●日 時…１０月１８日・２５日、 

     １１月１日・８日 

     いずれも火曜日(全４回) 

      午前１０時～１１時３０分 

●講 師…野中 寛文さん 

●定 員…申込先着３０人 

●受講料…２，０００円（全４回） 

●持参物…筆記用具 

『女子書鑑』は女性手紙文の手本という 

意味があり、肉筆書を製版したものです。 

くずし字は江戸時代からのものが使用さ 

れています。 

 

たまにはサイエンスかふぇ 

ながれ星はロマンか？ 

今回のサイエンスかふぇは、流れ星につ 

いてあれやこれやと皆でお話をしたいと 

思います。 

●日 時…１０月２２日、 

     １１月１９日、１２月１７日、 

     令和５年１月１４日 

     （全４回）いずれも土曜日 

      午後１時３０分～３時３０分 

●講 師…伊藤 寛さん他 

     （かがわ宇宙教育推進協議会員) 

●定 員…申込先着２０人(小学５年生以上) 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

受付開始…１０月４日（火）午前９時 

受付開始…９月１日（木）午前９時 

 

歴史に学ぶ人生の知恵② 

女王・卑弥呼の改革 

●日 時…１０月２０日（木） 

     午後１時３０分～３時 

●講 師…上原 敏さん（歴史評論家) 

●定 員…申込先着３０人 

●受講料…５００円 

●持参物…筆記用具 

３０もの国々が覇権を争う“大乱の倭国”。 

そこに忽然と姿を現し、長く続いた戦乱を瞬く 

間に治めた伝説の女帝・卑弥呼。 

彼女の武器は力ではなく、利害や価値観を一つ 

にまとめて争いの種を摘み取ったのだ。 

その手法とは? 

受付開始…１０月４日（火）午前９時 

受付開始…１０月４日（火）午前９時 受付開始…１０月４日（火）午前９時 



 

ＣＳＲ教室 ４０代からの 
セルフメンテナンス講座 

 

和紙ちぎり絵教室 
～来年の干支（兎）～ 

●日 時…１０月２７日（木） 

      午後１時３０分～３時３０分 

●講 師…石川 清子さん 

      (和紙ちぎり絵講師) 

●定 員…申込先着１５人 

●受講料…５００円 

●材料費…１，６００円 

※道具はこちらで準備いたします。 

来年の干支(兎)を色紙に作ります。 

手漉き和紙の風合いと美しい色彩を生かしたモ 

ノ作り体験ができます。指先を使って和紙をち 

ぎりますので脳の活性化を促す利点もあります。 

●日 時…１０月２９日（土） 

     午後１時～２時３０分 

●講 師…松本 武司さん（日本セルフ 

     お灸協会 鍼灸師) 

●定 員…申込先着２０人 

●受講料…無料 

●材料費…２００円 

※手首、足首が出しやすく、動きやすい 

 服装でお越しください。 

万能のツボの見つけ方、押さえ方などを 

学びながら、セルフケアに取り組みます。 

 

 

プロから学ぶ 
おいしい珈琲講座 

●日 時…１１月３日（木・祝） 

      午後１時３０分～３時 

●講 師…南 憲治さん（㈲南珈琲店マスター) 

●定 員…申込先着１２人 

●受講料…無料 

●材料費…１，０００円 

     （コーヒー豆２００ｇのお土産付き) 

おいしいコーヒーの淹れ方学んでみません 

か？ 

 

高齢者がいきいきと暮らせる 

長寿社会を目指して 

～介護保険制度や認知症予防など～ 

住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続 

けるための一助として、「介護保険制 

度」と「認知症」についての理解を深め 

ましょう。 

●日 時…１０月２６日（水） 

     午後１時３０分～２時３０分 

●講 師…香川県長寿社会対策課職員 

●定 員…申込先着３０人 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

受付開始…１０月５日（水）午前９時 
受付期間…１０月５日（水）午前９時 

      から１０月２０日(木) 

受付開始…１０月５日（水）午前９時 受付開始…１０月５日（水）午前９時 



 

ハワイアンフラ 

 

ライフプラン 
～家計簿が教えてくれるもの～ 

●日 時…１１月１１日（金） 

     午後１時３０分～３時 

●講 師…境 輝美さん 

     （金融広報アドバイザー・ 

      ファイナンシャル・プランナー） 

●定 員…申込先着３０人 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

「ライフプラン」について多くの方が意識する 

ようになった今、改めて「家計」に注目し、 

「家計」から教えてもらうことは何なのか、一 

緒に考えていきましょう。 

●日 時…１１月１２日（土） 

         午前１０時～１１時３０分 

●講 師…山本 博子さん 

●定 員…申込先着１０人 

●受講料…無料 

●持参物…汗拭き用タオル、水分補給用 

     飲み物(マイボトル) 

ハワイアンフラは手話になっています。 

簡単なステップを学び、楽しく踊りま 

しょう。 

ゆっくりとした動きで体幹が身につきます。 

ハワイの異文化を体験していただけます。 

 

パズルゲームで楽しい 

「大人の脳トレ」 

●日 時…１１月１６日（水） 

      午前１０時～１２時 

●講 師…眞田 淳子さん 

●定 員…申込先着１０人 

●受講料…無料 

●材料費…５００円（さいころ教材費） 

●持参物…筆記用具 

楽しくパズルを解くことで記憶力・集中 

力・表現力などが鍛えられ、脳が活性化！ 

考えながら手を使う遊びが、認知症予防に 

つながります。 

 

らくらくピアノ講座 

～一日体験編～ 

未体験者や初心者向け♪ 

指番号とコードネーム（ＡＢＣ）で誰で 

も知っている曲があこがれのピアノで簡 

単に弾けますよ♪ 

●日 時…１１月９日（水） 

     午前１０時～１１時３０分 

●講 師…妻鹿 玲子さん（全日本らく 

     らくピアノ協会 １級認定講師） 

●定 員…申込先着８人 

●受講料…５００円 

●資料代…２００円 

●持参物…キーボードまたは 

     ピアニカ 

     (お持ちであれば) 

受付開始…１０月６日（木）午前９時 受付開始…１０月６日（木）午前９時 

受付開始…１０月６日（木）午前９時 受付開始…１０月６日（木）午前９時 



 

 

☆ は、先月号の行事一覧に記載のなかった講座です。 

 

 

多肥コミュニティセンター 

水墨画同好会作品展 

●展示期間…１０月４日（火）から 

        １６日（日）まで 

       ※１１日は休館日 

●入場料…無料 

●展示場所…１階エントランスホール 

館内展示のご案内 

☆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♪ 

開催日 講座（行事）名 時間 

1         (土)     今から始めてみませんか！初心者ギター教室 (3回目/全8回) 13：00 ～ 14：30 

2     (日)    ふろしきでエコバッグ  10：00 ～ 11：30 

5     (水)   

 楽しく奥深い合唱を楽しみましょう (3回目/全6回) 13：30 ～ 15：00 

 初心者のためのＰＣ講座 (5回目/全5回) 13：30 ～ 15：30 

6 (木)     ☆まなび映画ＣＡＮ⑬「人生いろどり」 (１８時開場) 18：30 ～ 20：30 

7  (金)    スローエアロビック体験教室Ⓐ (1回目/全4回) 14：00 ～ 15：00 

9 (日) 13：30 ～ 15：00  アロマテラピー講座  アロマリードディフューザーを作ってみましょう 



開催日 講座（行事）名 時間 

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

 脳卒中～脳内で起こる凝固と出血とは～  13：30 ～ 15：00 

13 (木)     ☆実用の書～楽しみながら書に親しもう～ (1回目/全3回) 13：30 ～ 15：00 

14   

 想い出のメロディ・あの歌この歌 歌声教室 (3回目/全6回) 13：30 ～ 15：00 

(金)    スローエアロビック体験教室Ⓐ (2回目/全4回) 14：00 ～ 15：00 

 ＣＳＲ教室 よりよく生きるための終活セミナー (3回目/全3回) 13：30 ～ 15：30 

15  (土)  今から始めてみませんか！初心者ギター教室 (4回目/全8回) 13：00 ～ 14：30 

18  (火)  
 ☆古文書解読 －昭和１０年の『女子書鑑』を読みますー (1回目/全4回) 10：00 ～ 11：30 

 ☆16ミリフィルム上映会「高瀬舟」  13：30 ～ 14：20 

19   (水)     
 楽しく奥深い合唱を楽しみましょう (4回目/全6回) 13：30 ～ 15：00 

 初心者のためのワード＆エクセル (2回目/全8回) 13：30 ～ 15：30 

20 (木)     ☆歴史に学ぶ人生の知恵② 女王・卑弥呼の改革  13：30 ～ 15：00 

21  (金)   スローエアロビック体験教室Ⓐ (3回目/全4回) 14：00 ～ 15：00 

22 (土)  ☆たまにはサイエンスかふぇ 流れ星はロマンか? (1回目/全4回) 13：30 ～ 15：30 

25 (火)  ☆古文書解読 －昭和１０年の『女子書鑑』を読みますー (2回目/全4回) 10：00 ～ 11：30 

26  (水)  

 初心者のためのワード＆エクセル (3回目/全8回) 13：30 ～ 15：30 

 ☆高齢者がいきいきと暮らせる長寿社会を目指して 

    ～介護保険制度や認知症予防など～ 
 13：30 ～ 14：30 

 ☆まなび映画ＣＡＮ⑭「タイムライン」 (１3時開場) 13：30 ～ 15：30 

27 (木)    

 ☆和紙ちぎり絵教室 ～来年の干支（兎）～  13：30 ～ 15：30 

 ☆実用の書～楽しみながら書に親しもう～ (2回目/全3回) 13：30 ～ 15：00 

28  (金)   
 想い出のメロディ・あの歌この歌 歌声教室 (4回目/全6回) 13：30 ～ 15：00 

 スローエアロビック体験教室Ⓐ (4回目/全4回) 14：00 ～ 15：00 

29  (土)  
 今から始めてみませんか！初心者ギター教室 (5回目/全8回) 13：00 ～ 14：30 

 ☆ＣＳＲ教室 ４０代からのセルフメンテナンス講座  13：00 ～ 14：30 

☆ は、先月号の行事一覧に記載のなかった講座です。 



☆ 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 

1        (火)  ☆古文書解読 －昭和１０年の『女子書鑑』を読みますー (3回目/全4回) 10：00 ～ 11：30 

2       (水)    

 楽しく奥深い合唱を楽しみましょう (5回目/全6回) 13：30 ～ 15：00 

 初心者のためのワード＆エクセル (4回目/全8回) 13：30 ～ 15：30 

3    (木)   ☆プロから学ぶ おいしい珈琲講座  13：30 ～ 15：00 

4  (金)    スローエアロビック体験教室Ⓑ (1回目/全4回) 14：00 ～ 15：00 

8 (火)  ☆古文書解読 －昭和１０年の『女子書鑑』を読みますー (4回目/全4回) 10：00 ～ 11：30 

9   
 ☆らくらくピアノ講座～一日体験編～  10：00 ～ 11：30 

(水)   

 初心者のためのワード＆エクセル (5回目/全8回) 13：30 ～ 15：30 

10  (木)   ☆実用の書～楽しみながら書に親しもう～ (3回目/全3回) 13：30 ～ 15：00 

   ☆ライフプラン～家計簿が教えてくれるもの～  13：30 ～ 15：00 

11  (金)   スローエアロビック体験教室Ⓑ (2回目/全4回) 14：00 ～ 15：00 

   想い出のメロディ・あの歌この歌 歌声教室 (5回目/全6回) 13：30 ～ 15：00 

12  (土)  ☆ハワイアンフラ  10：00 ～ 11：30 

16   (水)     

 ☆パズルゲームで楽しい「大人の脳トレ」  10：00 ～ 12：00 

 楽しく奥深い合唱を楽しみましょう (6回目/全6回) 13：30 ～ 15：00 

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

18  (金)   スローエアロビック体験教室Ⓑ (3回目/全4回) 14：00 ～ 15：00 

19  (土) 

 今から始めてみませんか！初心者ギター教室 (6回目/全8回) 13：00 ～ 14：30 

 ☆たまにはサイエンスかふぇ 流れ星はロマンか? (2回目/全4回) 13：30 ～ 15：30 

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

25   (金)   

 想い出のメロディ・あの歌この歌 歌声教室 (6回目/全6回) 13：30 ～ 15：00 

 スローエアロビック体験教室Ⓑ (4回目/全4回) 14：00 ～ 15：00 

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



 

 

  
         

 

まなび映画ＣＡＮ⑬ 

 

    ✿上映日…１０月６日（木）午後６時３０分～８時３０分（開場 午後６時） 

  ✿内 容…葉っぱを売って年商２億円 

      四国いち小さな町で起こった＜奇跡＞の実話 

      ＜監督＞御法川 修   

      ＜キャスト＞吉行 和子・富司 純子・藤 竜也 他       

 ✿定 員…当日先着１００人  ✿入場料…無料   

 ✿会 場…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。 

 

「人生いろどり」 

 

 

  
まなび映画ＣＡＮ⑭ 

 

    ✿上映日…１０月２６日（水）午後１時３０分～３時３０分（開場 午後１時） 

  ✿内 容…「ジュラシックパーク」のマイケル・クライトンが仕掛ける超時空ＳＦスペクタ 

      クル・アドベンチャー。 

      それは、１４世紀からのＳＯＳ。歴史の中に消えた教授を救い出せ！！ 

      今遥かなる時間の扉が開かれる！      

      <監督>リチャード・ドナー <キャスト>ポール・ウォーカー フランシス・オコナー 他   

  ✿定 員…当日先着１００人   ✿入場料…無料    

 ✿会 場…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」(日本語吹き替え版) 

 

 

  

 

 

 

    ✿上 映 日…１０月１８日（火） 午後１時３０分～２時２０分 

  ✿上映作品…高瀬舟(原作:森 鴎外) 

  ✿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 


