
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５月号 

№２２７ 

★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   



 

ウソつき広告にご注意！ 
～安心なお買い物のための取組～ 

 

まだ間に合う 瀬戸内国際芸術祭    
春会期を楽しもう！ 

 

●日 時…５月１１日（水） 

     午前１０時～１１時３０分 

●講 師…甘利 彩子さん（ＮＰＯ法人 

      瀬戸内こえびネットワーク 

      事務局長） 

●定 員…申込先着３０人 

●受講料…５００円 

瀬戸内海に浮かぶ島々を舞台に３年に一度開

催される瀬戸内国際芸術祭は、世界でも最大

級の現代アートの祭典です。現在開催中の春

会期を中心に瀬戸芸の魅力を知りましょう。 

●日 時…５月１８日（水） 

         午後１時３０分～２時３０分 

●講 師…石田 晋也さん（公正取引委員会   

      事務総局近畿中国四国事務所 

     四国支所） 

●定 員…申込先着３０人 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

普段のお買い物と公正取引委員会の関わ

りについて、市場経済の仕組みや、独占

禁止法と景品表示法の基本的な規制内容

を中心に、分かりやすく説明します。 

受付開始…５月１日（日）午前９時 受付開始…５月１日（日）午前９時 

 

やさしいリラックスヨーガ 
ヨーガの理論と実技を学んで、体をリラッ

クスさせましょう。体が硬くても運動が苦

手な方でも大丈夫です。 

●日 時…５月１８日・２５日、 

     ６月１日いずれも水曜日の 

        午後７時～８時３０分 

●講 師…萩原 涼さん 

     （香川ヨーガ道友会講師） 

●定 員…申込先着各回２０人 

●受講料…各回５００円 

●持参物…ヨガマット（バスタオルなどで 

        も可）、飲み物（マイボトルで!） 

受付開始…５月１日（日）午前９時 

ＩＴ講座 初心者のためのＰＣ講座 

●日 時…５月１８日・２５日、 

     ６月１日・８日・１５日 

     いずれも水曜日の 

      午後１時３０分～３時３０分 

●講 師…山下 巻太さん 

     （㈲デジタルメディア・プラン 

     ニング代表取締役） 

●定 員…申込先着１０人 

●受講料…２、５００円（全５回） 

●資料代…１，０００円（全５回） 

パソコンを買ったけれど何から始めれば 

いいの？懇切丁寧に解説します！自宅の

パソコン持ち込み可。 

受付開始…５月１日（日）午前９時 



 

いつでもPhoto スマホLife 

 

 

石の民俗資料館と庵治石 

●日 時…５月２４日（火） 

     午後１時３０分～２時３０分 

●講 師…石の民俗資料館職員 

●定 員…申込先着１４人 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

庵治石の歴史やその歴史を支えて来た石工た 

ちの道具、現代の石工たちの取組について紹 

介・解説します。 

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。 

受付開始…５月３日（火）午前９時 

 

緑のカーテン作り方講座 

緑のカーテンとは、ゴーヤやアサガオなど

のつる性植物を使って建物の窓を覆うこと

で、夏の強い日差しを和らげると同時に葉

から出る水蒸気でまわりの温度を下げる自

然のカーテンのことです。 

●日 時…５月３１日（火） 

        午前１０時３０分～１２時 

●講 師…大野校区コミュニティ協議会 

     環境部会会員 

●定 員…申込先着３０人 

●受講料…無料 

●持参物…ゴーヤの苗持ち帰り用袋 

受付開始…５月４日（水）午前９時 

交通ルールとマナーを 

学びましょう 

～交通安全教室～ 

●日 時…５月２６日（木） 

     午前１０時～１１時３０分 

●講 師…香川県交通安全教育推進隊 

●定 員…申込先着３０人 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

「自転車シミュレーター」も体験できます！ 

受付開始…５月３日（火）午前９時 

●日 時…５月２６日（木） 

     午前１０時～１１時３０分 

●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 

受付開始…５月３日（火）午前９時 



 

 

亀阜コミュニティセンター    

 楽浪グループ書展 

●展示期間…５月 ３日（火）から 

      ５月１５日（日）まで 

●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 
頭も身体も元気になろう！ 

骨盤底筋体操とシナプソロジー 

●日 時…６月２日（木） 

      午前１０時～１１時３０分 

●講 師…八田 奈緒美さん 

     （健康運動実践指導者、看護師） 

●定 員…申込先着２０人 

●受講料…５００円 

●持参物…飲み物 

     （マイボトルで！）、 

      汗拭きタオル 

※動きやすい服装、靴でお越しください。 

「最期まで自分の足で自立した生活を送

ること」を目標とし、脳の活性化を交え

ながら、骨盤底筋体操を中心とした体幹

を鍛えるトレーニングを行います。 

受付開始…５月４日（水）午前９時 

開催日 講座（行事）名 時間 

1 1    (水)  

 ☆まだ間に合う 瀬戸内国際芸術祭春会期を楽しもう  10：00 ～ 11：30 

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

13    (金)   ☆まなび映画ＣＡＮ（３）「モリのいる場所」  18：30 ～ 20：15 ※18：00開場 

18  (水)   

 ☆ウソつき広告にご注意！～安心なお買い物のための取組～ 13：30 ～ 14：30 

 ☆初心者のためのＰＣ講座 13：30 ～ 15：30 (１回目/全5回) 

 ☆やさしいリラックスヨーガ (１回目/全3回) 19：00 ～ 20：30 

☆ 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 

18 

 ☆16ミリ映画上映会 

 ①ミッキーマウスのキャンピングカー 
(約９分) 11：00 ～  

(水) 

 ☆16ミリ映画上映会②ごんぎつね (約２１分) 15：00 ～  

19 (木)  ☆まなび映画ＣＡＮ④「マチネの終わりに」 ※13：00開場 13：30 ～ 15：40 

24   (火)  ☆石の民俗資料館と庵治石  13：30 ～ 14：30 

25  (水)   

 ＣＳＲ教室 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 

 ☆初心者のためのＰＣ講座 (2回目/全5回) 13：30 ～ 15：30 

 ☆やさしいリラックスヨーガ (2回目/全3回) 19：00 ～ 20：30 

26   (木)    

 ☆いつでもPhoto スマホLife 10：00 ～ 11：30 

 ☆交通ルールとマナーを学びましょう！～交通安全教室～ 10：00 ～ 11：30 

31   (火)  ☆緑のカーテン作り方講座  10：30 ～ 12：00 

☆ 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     (水)  
 初心者のためのＰＣ講座 (3回目/全5回) 13：30 ～ 15：30 

 やさしいリラックスヨーガ (3回目/全3回) 19：00 ～ 20：30 

2     (木)   頭も身体も元気になろう！骨盤底筋体操とシナプソロジー 10：00 ～ 11：30 

7   (火)  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 

8    (水)   初心者のためのＰＣ講座 (4回目/全5回) 13：30 ～ 15：30 

15   (水)  初心者のためのＰＣ講座 (5回目/全5回) 13：30 ～ 15：30 



 

 

  
         

 

まなび映画ＣＡＮ ③ 

 

    ✿上映日…５月１３日（金）午後６時３０分～８時１５分（開場 午後６時） 

  ✿内 容…自宅の庭に生きる植物や動物を描き続けた実在の画家、熊谷守一こと通称 

      “モリ”と妻を取り巻く人々とのエピソードをもとにしたオリジナルストー 

      リー。モリの一日の出来事を温かくもコミカルなタッチで描く。 

      ＜監督＞沖田 修一 、＜出演＞山崎努、樹木希林ほか 

  ✿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。 

「モリのいる場所」 

  

 

 

  
         

 

まなび映画ＣＡＮ ④ 

 

    ✿上映日…５月１９日（木）午後１時３０分～３時４０分（開場 午後１時） 

  ✿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－ 

      切なくも美しい大人の愛の物語。 

      監督：西谷 弘 出演：福山 雅治、石田 ゆり子、古谷 一行、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。 

           

 

「マチネの終わりに」 

 

 

  

 

 

 

    ✿上 映 日…５月１８日（水）  ①１１時～  ②１５時～ 

  ✿上映作品…①ミッキーマウスのキャンピングカー(約９分) 

        ②ごんぎつね(約２１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 


