
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１２月号 

№２３４ 

★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 



 

民俗への招待① 
「満濃池の龍と龍神信仰」 

 

自分の心臓のこと、どのくらい
知っていますか？ 

●日 時…１２月１４日（水） 

      午後１時３０分～３時 

●講 師…末川 千賀子さん（ＮＰＯ法人 

      日本成人病予防協会認定香川県 

            健康管理士会事務局次長） 

●定 員…申込先着４５人 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

心臓の基本的なメカニズム、心電図の基本的な 

見方、そして、わたしたちがより良く生きて 

いくために、とても重要な役割をになっている 

心臓の知られざる機能についてお伝えします。

●日 時…１２月１５日（木） 

      午前１０時～１１時３０分 

●講 師…谷原 博信さん（香川民俗学会 

      名誉会長） 

●定 員…申込先着１４人 

●受講料…５００円 

●持参物…筆記用具 

満濃池の龍と龍神信仰についてお話しし 

ます。 

 

骨粗しょう症について 

～今日からできる予防方法～ 

骨粗しょう症についてお話します。 

今日からできる予防方法を学びましょう！ 

●日 時…１２月１６日（金） 

      午後１時３０分～２時３０分 

●講 師…和泉 裕美子さん 

     （高松赤十字病院 看護師・ 

     骨粗しょう症マネージャー) 

●定 員…申込先着３０人 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

受付開始…１２月２日（金）午前９時 

受付開始…９月１日（木）午前９時 

 

元気な高松創生講座 

認知症サポーター養成講座 

●日 時…１２月１５日（木） 

     午後２時～３時３０分 

●講 師…高松市地域包括支援センター職員 

●定 員…申込先着３０人 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

健康のまちづくりを推進するため、認知症に 

ついて正しく知り、偏見を持たず、認知症の 

人やその家族を温かく見守る応援者「認知症 

サポーター」を養成する講座を開催します。 

受付開始…１２月２日（金）午前９時 

受付開始…１２月２日（金）午前９時 受付開始…１２月２日（金）午前９時 



 

ゲームで楽しく学び様々なリスク
や相続について考えよう 

 

元気な高松創生講座 
～フレイルの予防講座・ 

高齢者の見守り事業について～ 

●日 時…１２月２１日（水） 

      午後２時～３時３０分 

●講 師…高松市長寿福祉課職員 

●定 員…申込先着３０人 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

健康のまちづくりを推進するため、フレイル 

（加齢とともに筋力や心身の活力が低下し、健 

康障害を起こしやすい状態）を予防したり、高 

齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けら 

れるよう取り組んでいる見守り事業の概要を説 

明する講座を開催します。 

●日 時…１２月２３日（金） 

     午後１時３０分～３時３０分 

●講 師…芝田 典代さん・菊山 好美さん      

      （第一生命保険㈱東四国支社) 

●定 員…申込先着３０人 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

ライフサイクルゲームを通して手先を動 

かしコミュニケーションを楽しみなが 

ら、人生に起こりうる様々なリスクや、 

ご自身の選択がのちの人生にどのように 

影響してくるかを疑似体験します。ま 

た、相続を円滑に行うためのポイントを 

お教えします。 

 

所得税の還付申告をしよう！ 

●日 時…令和５年１月７日（土） 

      午後１時３０分～３時３０分 

●講 師…田中 標さん（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 

所得税の計算の仕組みと給与所得者、年金 

受給者の方が行うことができる還付申告に 

ついて解説します。 

 

スマートシティたかまつ 

～多様な幸せを実現するために～ 

市民全員がデジタル技術を活用でき、社 

会全体のＤＸを進めることで、誰もが、 

どこからでも利便性を享受できる「ス 

マートシティたかまつ」の実現に向けた 

取り組みを説明します。「誰一人取り残 

されない、人に優しいデジタル化」に向 

けて、デジタル化に取り組む意義を、一 

緒に考えましょう。 

●日 時…１２月２０日（火） 

     午後１時３０分～３時 

●講 師…高松市デジタル戦略課職員 

●定 員…申込先着３０人 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

受付開始…１２月６日（火）午前９時 受付開始…１２月６日（火）午前９時 

受付開始…１２月６日（火）午前９時 
受付開始…１２月６日（火）午前９時 



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 

9 (金)    ☆まなび映画ＣＡＮ⑰「天使のくれた時間」 (１８時開場) 18：30 ～ 20：４0 

10  (土)  ズバリ「勉強なぜするの?」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 

14     (水)    ☆自分の心臓のこと、どのくらい知っていますか?  13：30 ～ 15：00 

15      (木)    

 ☆民俗への招待①「満濃池の龍と龍神信仰」  10：00 ～ 11：30 

 ☆元気な高松創生講座 認知症サポーター養成講座  14：00 ～ 15：30 

16  (金)   ☆骨祖しょう症について～今日からできる予防方法～  13：30 ～ 14：30 

17      (土)  

 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 

 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  

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

(火)  

 ☆スマートシティたかまつ～多様な幸せを実現するために～  13：30 ～ 15：00 

21  (水)  
 ☆元気な高松創生講座  

 ～フレイルの予防講座・高齢者の見守り事業について～  
14：00 ～ 15：30 

23 (金)  ☆ゲームで楽しく遊び様々なリスクや相続について 考えよう 13：30 ～ 15：30 

24 (土)  ☆まなび映画ＣＡＮ⑱「おしりたんてい」 (１0時開場) 10：30 ～ 11：50 

☆ 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。 

亀阜コミュニティセンター 

かな書道同好会作品展 

●展示期間…１２月８日（木）から 

        ２０日（火）まで 

       ※月曜日は休館日 

●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 

開催日 講座（行事）名 時間 

7        (土)     ☆所得税の還付申告をしよう！  13：30 ～ 15：30 

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

 年末年始の休館日のお知らせ 

１２月２９日(木)～１月３日(火)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。 

 

 

☆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）へ 



 

 

  
         

 

まなび映画ＣＡＮ⑰ 

 

    ✿上映日…１２月９日（金）午後６時３０分～８時４０分（開場 午後６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   

      ＜キャスト＞ニコラス・ケイジ ティア・レオーニ 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。 

 

「天使のくれた時間」 

 

 

  
         

まなび映画ＣＡＮ⑱ 

 

    ✿上映日…１２月２４日（土）午前１０時３０分～１１時５０分（開場 午前１０時） 

  ✿内 容…「フーム、においますね」レディにやさしくスイートポテトが大好きなめいたん 

      てい・おしりたんていが、じょしゅのブラウンとともに、どんな事件もププッと 

      かいけつ！   

  ✿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。 

 

「おしりたんてい」 

 

 

  

 

 

 

    ✿上 映 日…１２月１１日（日） ①午前１１時～  ②午後２時～ 

  ✿上映作品…①かさじぞう（１５分）   

        ②セロひきのゴーシュ（２５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 


