
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１１月号 

№２３３ 

★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。 

◆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 

まなびＣＡＮ開館 20 周年記念事業 
11月26日(土) 

■記念講演会  

  講師：香川大学 長谷川 修一 特任教授 

  演題：「Geo(ジオ)が分かれば高松が10倍面白くなる」 

 ※最初に高松一高音楽科生徒によるオープニング演奏があります。 

11月27日(日) 

■まなび映画CAN  人気のあった映画3本を上映します。 

■香川大学連携講座 公開ラジオ収録 

※詳しい内容や応募方法は内部に記載しています。      

インスタグラムQRコード 



 

ＣＳＲ教室  
エンディングノートの書き方 

 
 

 

高松城下図の世界を歩く 

●日 時…１１月①１５日・②２２日・ 

     ③２９日いずれも火曜日(全３回) 

      午後１時３０分～３時３０分 

●講 師…①②③田中 健二さん 

     （香川大学名誉教授） 

      ③藤井 雄三さん 

      (高松短期大学秘書課准教授) 

●定 員…申込先着２０人 

●受講料…１，５００円（全３回） 

●持参物…筆記用具 

※③のみ現地集合・現地解散。入園料必要  

 ②③は歩きやすい服装で。 

①「高松城下図」を読み解く 

②高松城下町を歩くー南新町から田町へー 

③栗林公園の謎を探る 

●日 時…１１月１６日(水)・２３日(水)・ 

     ３０日(水)、１２月６日(火) 

     (全４回) 

     午後１時３０分～３時３０分 

●講 師…(一社)わライフネット会員 

●定 員…申込先着４０人 

●受講料…無料 

●材料費…５００円（ノート代） 

●持参物…筆記用具 

「介護・医療」「葬儀・埋葬・供養」「相 

続」「ものの整理」の4回に分けてエンディ 

ングノートを作成していきます。 

※８月に開催したものと同じ内容です。 

 

歴史に学ぶ人生の知恵③ 

紫式部と源氏物語の舞台 

単に出来事を連ねただけの歴史からは、 

物事の本質は見えない。源氏物語に 

は、紫式部の人生観が色濃く投影され、 

その美しく･儚い物語には、当時を生き 

る人間の、真実の歴史が隠されている。 

●日 時…１１月２４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 

受付開始…１１月２日（水）午前９時 

受付開始…９月１日（木）午前９時 

 

実践！！自分でできる足うらっこ体操 

●日 時…１１月２２日（火） 

     午前９時３０分～１１時３０分 

●講 師…池田 陽子さん（健康運動指導士、 

     フットケアボディスト) 

●定 員…申込先着２０人 

●受講料…５００円 

     (資料が必要な方は別途５０円必要) 

●持参物…お茶か水(マイボトル)、タオル、 

     動きやすい服装 

一人ひとりの足型を取り、足裏にかかる力のバ 

ランス等を見ます。最初に足型を取りますの
で、 

早めにお越しください。(開場午前９時) 

足うらっこ体操でイタ気持ちよくリフレッ 

受付開始…１１月２日（水）午前９時 

受付開始…１１月２日（水）午前９時 受付開始…１１月２日（水）午前９時 



 

身近な科学の不思議を体験しよう 

 

初心者のためのおいしい紅茶講座 
～ホットティー編～ 

●日 時…１１月２６日（土） 

      午後３時３０分～５時 

●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） 

旬ごとの茶葉や世界の産地の茶葉を使い、紅茶を 

おいしく淹れるためのコツを実習試飲します。 

●日 時…①１２月１日・②８日（木） 

     午前１０時～１１時３０分 

●講 師…水野 忠彦さん 

      (元私立幼稚園・元県立高校勤務) 

●定 員…申込先着１６人(成人対象) 

●受講料…１，０００円（全２回） 

●持参物…筆記用具 

私たちは身近に科学の不思議を体験する 

ことがあります。時には、危険にさらさ 

れる場合もあります。身近な科学の扉を 

開いて、体験したり、実験したり、確か 

めたりして、楽しく学んでみませんか。 

①静電気等の実験 

②物理の工作（日常生活に役立つ） 

 

相続・贈与・遺言について 

●日 時…１２月２日（金） 

      午後１時３０分～３時 

●講 師…綾田 亨さん 

     （金融広報アドバイザー) 

●定 員…申込先着３０人 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

預金の引き出し方、有効な遺言作成術、 

自宅の相続方法、名義預金、相続法改正の 

内容など、実際にあった失敗事例から役立 

つ相続と遺言対策を考えていきます。 

 

転倒を予防しましょう！ 

転倒する原因について知識を深め、手軽 

にできる筋力トレーニングやストレッチ 

を行うことで、転倒しない体づくりを目 

指しましょう。 

●日 時…１１月２５日（金） 

     午前１０時３０分～１１時３０分 

●講 師…蛭田 友紀さん（香川県済生会 

     病院リハビリテーション科長補 

     佐 作業療法士） 

●定 員…申込先着３０人 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

受付開始…１１月４日（金）午前９時 

受付開始…１１月８日（火）午前９時 

受付開始…１１月４日（金）午前９時 

受付開始…１１月８日（火）午前９時 



 

１６ミリフィルム上映会 

 

ズバリ「勉強なぜするの？」 
を考え、人間力アップへ 

●日 時…１２月１０日（土） 

     午後１時３０分～３時 

●講 師…堀尾 光宣さん 

●定 員…申込先着１５人 

●受講料…無料 

●資料代…１００円 

●持参物…筆記用具 

子どもも大人も、なぜ学び続けるのかを

分かりやすく説明します。 

それを通して、向上力に対する見方が変

わり、ひいては自分自身の人間力アップ

に繋がります。 

●日 時…１１月２３日（水・祝） 

         ①午前１１時～ 

        ②午後２時３０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 

上映作品 

①おやゆび姫(約１２分) 

②野口英世(約２３分) 

 

見て！作って！使って！ 

楽しむアート講座 

①高松市美術館入門編 

（クイズで高松市美術館を紹介） 

②アートの技法体験！ 

③美術館へおでかけ 

（開催中の常設展を観覧） 

●日 時…１２月６日・１３日・２０日 

      いずれも火曜日（全３回） 

     午後１時３０分～３時 

●講 師…高松市美術館職員 

●定 員…申込先着１４人 

●受講料…無料 

●入場料…③のみ２００円 

     （常設展の観覧料/６５歳以上 

           の方は無料) 

受付開始…１１月８日（火）午前９時 受付開始…１１月８日（火）午前９時 

 

 

☆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♪ 



  ・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。 

 

◆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  

館内展示のご案内  

   ✿高松市小中学生環境保全ポスターコンクール入賞作品展

  展示期間…１１月４日（金）～１６日（水）  ３階市民ギャラリー 

   ✿新塩屋町地区コミュニティセンター文化祭作品展

  展示期間…１１月２２日(火)～１２月１１日(日)  １階エントランスホール       

                               ３階市民ギャラリー       

       ※月曜日は休館日                 ✿入場料…無料    

 

    まなびＣＡＮで図書館の予約図書が受け取れます。 

  高松市図書館ではインターネット等で予約した図書を身近な施設で受取・返却できる 

 サービスを実施していますが、高松市生涯学習センター（まなびＣＡＮ）でも予約した図   

 書を受け取ることができるようになりました。 

  

 <お問い合わせ>  

  高松市中央図書館 電話 087-861-4501 FAX 087-837-9114 



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

 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 

15 (火)  ☆高松城下図の世界を歩く (１回目/全3回) 13：30 ～ 15：30 

16   (水)     

 パズルゲームで楽しい「大人の脳トレ」  10：00 ～ 12：00 

 ☆エンディングノートの書き方講座 (1回目/全4回) 13：30 ～ 15：30 

 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 

22  (火)  
 ☆高松城下図の世界を歩く (2回目/全3回) 13：30 ～ 15：30 

 ☆実践！！自分でできる足うらっこ体操  9：30 ～ 11：30 

23  (水)   

 ☆16ミリフィルム上映会「おやゆび姫」 (約12分) 11：00 ～ 11：12 

 ☆エンディングノートの書き方講座 (2回目/全4回) 13：30 ～ 15：30 

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

 ☆16ミリフィルム上映会「野口英世」 (約23分) 14：30 ～ 14：53 



☆ 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         (木)     ☆身近な科学の不思議を体験しよう (１回目/全2回) 10：00 ～ 11：30 

2     (金)    ☆相続・贈与・遺言について  13：30 ～ 15：00 

3 (土)  今から始めてみませんか！初心者ギター教室 (7回目/全8回) 13：00 ～ 14：30 

6     (火)   
 ☆エンディングノートの書き方講座 (4回目/全4回) 13：30 ～ 15：30 

 ☆見て！作って！使って！楽しむアート講座 (1回目/全3回) 13：30 ～ 15：00 

8 (木)     ☆身近な科学の不思議を体験しよう (2回目/全2回) 10：00 ～ 11：30 

10  (土)  ☆ズバリ「勉強何故するの?」を考え、人間力アップへ  13：30 ～ 15：00 

13     (火)    ☆見て！作って！使って！楽しむアート講座 (2回目/全3回) 13：30 ～ 15：00 

17      
 今から始めてみませんか！初心者ギター教室 (8回目/全8回) 13：00 ～ 14：30 

(土)  
 たまにはサイエンスかふぇ 流れ星はロマンか? (3回目/全4回) 13：30 ～ 15：30 

20 (火)  ☆見て！作って！使って！楽しむアート講座 13：30 ～ 15：00 (3回目/全3回) 

開催日 講座（行事）名 時間 

24   (木)    ☆歴史に学ぶ人生の知恵③ 紫式部と源氏物語の舞台  13：30 ～ 15：00 

25   (金)   

 ☆転倒を予防しましょう！  10：30 ～ 11：30 

 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 

26  (土) 
 ☆生涯学習センター開館２０周年記念講演会&演奏会  13：00 ～ 15：00 

 ☆初心者のためのおいしい紅茶講座（ホットティー編）  15：30 ～ 17：00 

27  (日) 

 ☆まなび映画ＣＡＮ⑮「９９歳の詩人柴田トヨ」 

    「綾小路きみまろ 爆笑・傑作集」  
9：30 ～ 11：30 

 ☆公開ラジオ収録「High School DJ ～学生ができる地域活性化って?～」  11：30 ～ 13：30 

 ☆まなび映画ＣＡＮ⑯「マチネの終わりに」  14：00 ～ 16：05 

29 (火)  ☆高松城下図の世界を歩く (3回目/全3回) 13：30 ～ 15：30 

30  (水)   
 ☆エンディングノートの書き方講座 (3回目/全4回) 13：30 ～ 15：30 

 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ＣＡＮ開館 20 周年記念事業 

■記念講演会&演奏会  

  講師：香川大学 長谷川 修一 特任教授 

  演題：「Geo(ジオ)がわかれば高松が10倍面白くなる」 

 ※最初に高松一高音楽科生徒によるオープニング演奏 

 (ミニコンサート)があります。 

■香川大学連携講座 公開ラジオ収録 

 High School  ＤＪ～学生ができる地域活性化って？～ 

 

 

 

 

■まなび映画⑮「９９歳の詩人柴田トヨ」・ 

       「綾小路きみまろ爆笑・傑作集」 

 

■まなび映画⑯「マチネの終わりに」 

●日 時…１１月２６日（土） 午後１時～３時 

●定 員…申込先着１００人 

●受講料…無料 
事前申込が必要  受付開始…１１月４日（金）

●内 容…柴田トヨの詩に励まされ力強く生きる人々の姿を追うドキュメンタリー 

     きみまろの爆笑セレクションと未発表の「爆笑」スペシャルライブ 

●日 時…１１月２７日（日） 午前９時３０分～１１時３０分（開場 午前９時１０分） 

●定 員…申込先着１００人 

●受講料…無料 
事前申込が必要  受付開始…１１月９日（水）

●内 容…たった三度あったあなたが、誰よりも深く愛した人だったー 

     切なくも美しい大人の愛の物語 

     出演 福山 雅治、石田 ゆり子 ほか 

●日 時…１１月２７日（日） 午後２時～４時０５分（開場 午後１時３０分） 

●定 員…申込先着１００人 

●受講料…無料 

事前申込が必要  受付開始…１１月９日（水）

●内 容…香川大学「Radio18」の皆さんと高校生の公開収録です。 

●日 時…１１月２７日（日） 午前１１時３０分～午後１時３０分 

●会 場…生涯学習センター３階市民ギャラリー（見学希望者は直接会場へ） 

●見学料…無料 


