
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４月号 

№２２６ 

★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も利用できます   



 

天徳先生のおもしろ健康法 

～たったこれだけ！？ 

驚きの健康食事術！～ 

 

●日 時…４月２７日（水）  

     午後１時３０分～３時 

●講 師…山下 天徳さん 

     （ＮＰＯ法人 日本成人病   

     予防協会認定香川県健康管 

     理士会会長） 

●定 員…申込先着４５人 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具    

 “空腹力“の活用で、老けない・

病気を寄せ付けない“驚きの健康食

事術”を伝授します。 

受付開始…４月１日（金）午前９時 

 

 よりよく生きるための 
終活セミナー 

●日 時…５月１１日(水)・２５日(水)、 

     ６月７日(火)の 

     午後１時３０分～３時３０分 

●講 師…一般社団法人わライフネット会員 

       ・葬儀と供養について  

       瑞田 信弘さん 

       ・認知症について  

          大川 裕子さん・中村 祐さん 

      ・家計の見直し  

       福田 由紀さん 

●定 員…申込先着４５人  

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

よりよく生きるための終活支援を目的とし、
以下のテーマで講演します。 

・葬儀と供養について 

・認知症について 

・家計の見直し 

受付開始…４月１日（金）午前９時 

 

 

  

 

 

 

    ✿上 映 日…４月２７日（水）  ①午前１１時～  ②午後３時～ 

  ✿上映作品…①忍たま乱太郎(２５分) 

        ②お天気魔女のいたずら（２９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 



 

 

  
         

 

     

まなび映画ＣＡＮ ⓵ 

 

    ✿上映日…４月８日（金）午後６時３０分～８時３０分（開場 午後６時） 

  ✿内 容…知られざる偉人、高岡正明。彼の強い信念の裏には、心に秘め続けたある 

      「決意」があった。“陽光桜”を生み出した男の、笑いと涙に溢れた真実 

      の物語。 

      監督：高橋 玄 出演：笹野 高史、的場 浩司、津川 雅彦、ほか 

  ✿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。 

「陽 光 桜」 

 

 

  
         

 

     

まなび映画ＣＡＮ ② 

 

    ✿上映日…４月２１日（木）午後１時３０分～３時１５分（開場 午後１時） 

  ✿内 容…雨の中をジーン・ケリーが唄い踊るシーンは、ミュージカル映画史上 

      最も有名なシーンとなっています。 

      監督：ジーン・ケリーほか 出演ジーン・ケリー、デビー・レイノルズ、ほか 

  ✿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。 

「雨に唄えば」 

・１９５２年度アカデミー賞 ミュージカル映画音楽賞 
 



開催日 講座（行事）名 時間 

8    (金)  ☆まなび映画ＣＡＮ①「陽光桜」 (１8：00開場) 18：30 ～ 20：30 

2 1    (木)   ☆まなび映画ＣＡＮ②「雨に唄えば」 (１3：00開場) 13：30 ～ 15：15 

 27     (水) 

 ☆１６ミリフィルム上映会①忍たま乱太郎 11：00 ～ 11：25 （２５分） 

 ☆天徳先生の面白健康法 たったこれだけ！?驚きの健康食事術 13：30 ～ 15：00 

 ☆１６ミリフィルム上映会②お天気魔女のいたずら 15：00 ～ 15：29 （２9分） 

☆ 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 

11 (水)  よりよく生きるための終活セミナー (１回目/全3回) 13：30 ～ 15：30 

25   (水)  よりよく生きるための終活セミナー (2回目/全3回) 13：30 ～ 15：30 

 

生涯学習センター(まなびＣＡＮ)の貸館等のお支払いは… 
 

 

ＩｒｕCaカード        で！    

    

 

        生涯学習センターの貸館等の使用料のお支払いの際、ＩｒｕＣａカード決済が 

   できます。 

   ※ただし、講座受講料やコピー代などは除きます。 

 

    まなびＣＡＮへのご来館は、便利で環境に優しい公共交通で！ 

 使用料のお支払いには、便利でお得なＩｒｕＣａカード決済！をご利用ください。 



 

 

☆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♪ 

 

                                                まなびＣＡＮを利用しませんか？ 
    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。 

    ☆｢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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

   

●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  

●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。 

 お問い合わせ先 高松市生涯学習センター ☎０８７－８１１－６２２２ 



   

                            ～まなびＣＡＮから募集のお知らせ ～ 
 
 
 
 
 ① 学習成果発表の場事業開催者の募集 

 

 【趣    旨】  市民の皆様や市民グループ（法人及び団体を含む。以下同じ。）が、これまで培ってきた知識や   

           技術の成果を生涯学習の分野で役立てていただくため、市民の皆様や市民グループが企画、 

           立案する講座等の実施案を募集し、生涯学習センターが決定したものについて、実施のための 

           支援をするものです。 

  【募 集 期 間】 令和４年４月１日（金）～６月３０日（木） 

  【応 募 資 格】 事業の趣旨に沿った講座を開催できる、１８歳以上の個人又は市民グループ。 

           ただし、直近の４年間で連続して「学習成果発表の場事業」を開催した 

           市民や市民グループは除きます。 
 

 

  ② まなびＣＡＮ・ＣＳＲ教室開催者の募集 
  【趣    旨】 生涯学習分野における企業や個人事業者の社会貢献を進める場として、まなびＣＡＮの施設を 

           提供し、企業等との共催事業として「まなびＣＡＮ・ＣＳＲ教室」を開催することとし、地域の活性 

           化と市民の生涯学習活動の支援を図るものです。 

   【募 集 期 間】 随時 

   【応 募 資 格】 ＣＳＲと生涯学習に興味と関心のある、香川県内に本社又は支社の住所を有する企業や個人 

                     事業者。 

 

 ①② ともに  

   【開  催  日】 調整の上決定します。原則として１回あたり２時間程度。 
  【応 募 方 法】 所定の申込書に記入の上、当センターに直接持参していただくか、郵送、ＦＡＸ、Ｅメールのいず 

                     れかの方法で申し込んでください。申込書は、生涯学習センターにあるほか、ホームページから 

                     もダウンロードできます。 

   【そ  の  他】 ・開催者は生涯学習センターの施設を無料で使用できます。 

           ・謝礼金や交通費などは支給されません。 

            ・詳細は、ホームページや、当館に設置の募集チラシをご覧ください。 

 

  ≪問い合わせ・提出先≫   

     〒760-0040 高松市片原町１１番地１  高松市生涯学習センター 

   ① 「学習成果発表の場事業」 担当者宛  

      ② 「まなびＣＡＮ・ＣＳＲ教室」 担当者宛 

   ＴＥＬ：087-8１1-6222  ＦＡＸ：087-821-8022  Ｅメールアドレス：ｃａｎ＠ｃｉｔｙ.ｔａｋａｍａｔｓｕ.ｌｇ.ｊｐ 


