
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８月号 

№２３０ 

★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 

 

夏休み中は自主学習スペースを夜間以外も無料開放！ 

 (※開放する施設・時間は日によって異なります。) 

インスタグラム・ホームページで次週の開放予定をお知らせします。 

  

 

※交流サロン（２Ｆ）は従来通り利用できます。 

無料Wi-Fi 冷房完備  飲み物ＯＫ  

インスタグラムQRコード 



 

腸活と健康づくり  
～あなたの腸大丈夫？～ 

 

こだわりの野菜作り塾 
～秋冬野菜編～ 

●日 時…８月１７日（水） 

     午前１０時～１１時３０分 

●講 師…十河 善則さん 

     （高松産ごじまん品生産農家） 

●定 員…申込先着３０人 

●受講料…５００円 

●持参物…筆記用具 

野菜作りのプロがおいしい野菜を育てるための 

栽培管理のコツを伝授します。みなさんの野菜 

作りの疑問にもお答えします。 

●日 時…８月１７日（水） 

         午後１時３０分～３時 

●講 師…藪下 久子さん 

      （ＮＰＯ法人日本成人病予防協会     

      認定香川県健康管理士会副会長） 

●定 員…申込先着４５人 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

便秘を予防するために気を付ける事、腸 

内細菌と免疫力について 

お話しします。 

こんなに変わるくらしの制度！ 

最近の状況あれこれ 

●日 時…８月２０日（土） 

      午後１時３０分～３時３０分 

●講 師…篠原 也寸志さん（ＮＰＯ法人    

     日本ＦＰ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 

人生１００年時代！くらしの制度に関する 

最近の状況（年金、相続、資産運用等） 

について、一緒に学び、自分らしく生きる 

参考にしませんか。 

子ども向け講座 

 

子ども消しゴムハンコ教室 
可愛い図案や文字を楽しみながら彫って 

みませんか。消しゴムハンコを彫りハガ 

キに押して、額も作ります。 

●日 時…８月２１日（日） 

     午前１０時～１２時 

●講 師…菊内 昭宏さん 

     （一級表装技能士) 

●定 員…申込先着１６人(小学生) 

     ※３年生以下は保護者同伴 

●受講料…無料 

●材料費…３００円 

●持参物…作品を持ち帰る袋 

受付開始…８月２日（火）午前９時 受付開始…８月２日（火）午前９時 

受付開始…８月２日（火）午前９時 

受付開始…８月２日（火）午前９時 



 

今から始めてみませんか！ 
初心者ギター教室 

 

食卓からはじまるすこやかな暮らし 

●日 時…８月２３日（火） 

     午後１時３０分～２時３０分 

●講 師…香川ヤクルト販売㈱管理栄養士 

●定 員…申込先着３０人 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

料理研究家・浜内千波先生の講演映像の視聴 

と、香川ヤクルトの管理栄養士による腸内細菌 

のお話があります。 

講演映像の内容は、健康の要となる腸のお話 

や、腸が喜ぶ食材や食事、レシピ等です。 

●日 時…９月３日・１７日、１０月１日・ 

     １５日・２９日、１１月１９日、 

      １２月３日・１７日（全８回） 

     いずれも土曜日の 

         午後１時～２時３０分 

●講 師…市原 文昭さん 

      （香川音楽療法研究会監事） 

●定 員…申込先着６人 

●受講料…４,０００円（全８回） 

初心者の方、昔少しかじったことのある 

方、今からギターが弾けるようになるの 

かな？と思っている方、ご安心くださ 

い。初歩からやさしく学べます。 

受付開始…８月３日（水）午前９時 受付開始…８月２日（火）午前９時 

 

楽しく奥深い  
合唱を楽しみましょう 

●日 時…９月７日・２１日、１０月５日・ 

     １９日、１１月２日・１６日 

      (全６回)いずれも水曜日の 

      午後１時３０分～３時 

●講 師…鬼無 律友さん（合唱指揮者) 

●定 員…申込先着１０人 

●受講料…３，０００円（全６回） 

いつも口ずさめる曲を、身体から出すそよ 

風のような息に声をのせ、みんなでメンタ 

ルハーモニーに挑戦してみましょう。 

初心者も経験者も大歓迎！！ 

経験の有無は問いません。 

初心者のためのＰＣ講座 

「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。 

※自分のパソコンを持ち込んで 

の受講可。各々のＰＣに合った 

テキストを用意します。 

●日 時…９月７日・１４日・２１日・ 

     ２８日、１０月５日（全５回） 

     いずれも水曜日の 

      午後１時３０分～３時３０分 

●講 師…山下 卷太さん 

     （㈲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） 

受付開始…８月３日（水）午前９時 受付開始…８月３日（水）午前９時 



 

想い出のメロディ・あの歌この歌 
 

 

純銀粘土アクセサリー作り教室 
～純銀ブローチ～ 

●日 時…９月８日（木） 

     午前１０時～１２時 

●講 師…六車 明美さん 

     （六車銀粘土教室） 

●定 員…申込先着１６人 

●受講料…５００円 

●材料費…１，５８０円 

●持参物…筆記用具、汚れてもよいミニ  

     タオル 

純銀の粉末が練りこまれた画期的な貴金属素材 

の粘土でオリジナルのミニブローチを作りま 

しょう。完成作品は、９９．９％の純銀です。 

●日 時…９月９日・２３日、１０月１４日  

     ・２８日、１１月１１日・２５日   

      （全６回）いずれも金曜日の 

         午後１時３０分～３時 

●講 師…吉田 千恵さん 

      （歌声伴奏者） 

●定 員…申込先着１０人 

●受講料…３，０００円（全６回） 

●資料代…１，１００円（全６回） 

人生の節々で出会ったたくさんの歌、懐 

かしい歌はあなたの想い出もよび戻して 

くれます。童謡・唱歌から昭和の歌ま 

で、歌声伴奏者とともに歌いましょう。 

リクエストも受付けますよ。 

受付開始…８月３日（水）午前９時 

 

主婦ＦＰと学ぶNISA/iDeCo 

(ニーサ／イデコ)基礎の基礎 

●日 時…９月１０日（土） 

      午後１時３０分～３時３０分 

●講 師…小森 明子さん（ＮＰＯ法人    

     日本ＦＰ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 

これまで投資経験なし、証券会社って何 

するところ？そんな初心者向けに老後資産 

形成への一歩とされるＮＩＳＡ／ｉＤｅＣｏ 

について基礎から説明します。 

陶芸教室～土と遊ぼう～ 

陶芸に興味のある方、やってみたいけど難 

しそうだなと思っている方、新聞紙を使っ 

た簡単な陶芸にチャレンジしてみません 

か？ 

今回は「幸せを呼ぶふくろう」を作ります。 

●日 時…９月１４日（水） 

     午前１０時～１２時 

●講 師…ｔｒｕｅ． 

●定 員…申込先着１５人 

●受講料…５００円 

●材料費…２，０００円 

●持参物…タオル（雑巾）、エプロン、汚 

     れてもいい服装 

受付期間…８月４日（木）午前９時～ 

      ８月３１日（水） 受付開始…８月４日（木）午前９時 

受付期間…８月４日（木）午前９時～ 

      ８月３０日（火） 



 

 

 

省エネ・節電！ 
～上手な電気の使い方～ 

●日 時…９月１６日（金） 

     午後１時３０分～３時 

●講 師…三好 恒治さん 

      （パナソニック株式会社 

      エレクトリックワークス社） 

●定 員…申込先着３０人 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

電気の知識を学んで、安全で上手な電気の使い 

方を実践しましょう！ 

受付開始…８月４日（木）午前９時 

塩江ホタルまつり 

児童ホタルポスター展 

●展示期間…８月  ３日（水）から 

      ８月２１日（日）まで 

       ※月曜日は休館日 

●入場料…無料 

●展示場所…３階市民ギャラリー 

館内展示のご案内 

 

    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。 

【ご利用方法】  

 ① 高松市図書館ＨＰで図書を予約する際、受取場所を「生涯学習センター」に  

  設定してください。 

 ② 生涯学習センターの２階受付で、図書館の利用者カードを提示して予約した 

  図書をお受け取りください。 

 ※ 返却の際は、生涯学習センター２階受付前に「図書返却 

  ボックス」を設置していますのでご利用ください。。 

 ※ 予約した図書は取り置き期間内にお受け取りください。 

 ※ 生涯学習センター受取で予約できる図書は３冊まてです。 

<お問い合わせ> 

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



開催日 講座（行事）名 時間 

2    (火)  

 ズバリ「勉強なぜするの？？」  10：00 ～ 11：30 

 夏休みキッズチャレンジ 美味しい海苔の食べ方を学ぼう ！ 13：30 ～ 14：40 

 平家物語それぞれの死の様相 ２０２２ (2回目/全3回) 14：00 ～ 15：30 

3        (水)   

 夏休みキッズチャレンジ お箸袋とお弁当袋を作ってみよう！ 10：00 ～ 11：30 

 ☆１６ミリフィルム上映会①「ペルとかいじゅう王子」 (20分) 11：４0 ～ 12：00 

 子どもインターネット講座  13：30 ～ 15：00 

 ☆１６ミリフィルム上映会②「電気と薬草の父平賀源内」 (30分) 15：10 ～ 15：４0 

6     (土)   

 小学１年生の算数たいけん広場  10：00 ～ 11：30 

 作って楽しい折り紙教室～夏のからくりカード～ 10：00 ～ 11：30 

 ジュニアラジオＤＪ体験ｉｎ ｓｕｍｍｅｒ ～伝えよう、君の声で～ 13：00 ～ 15：30 

 小学2年生の算数たいけん広場  13：30 ～ 15：00 

7    (日)  

 中学１年生の「数学カフェ」  10：00 ～ 11：30 

 夏休み！楽しい子どもハワイアンフラ  10：00 ～ 11：30 

9  (火)   

 子どもインターネット講座  10：00 ～ 11：30 

 平家物語それぞれの死の様相 ２０２２ (3回目/全3回) 14：00 ～ 15：30 

10 (水)  希少糖の作り方に触れてみよう  13：30 ～ 15：30 

16 (火)  終活セミナー エンディングノートの書き方 (1回目/全4回) 13：30 ～ 15：30 

17  (水)  

 ☆こだわりの野菜作り塾～秋冬野菜編～  10：00 ～ 11：30 

 ☆腸活と健康づくり～あなたの腸大丈夫?～  13：30 ～ 15：00 

19 (金)   ☆まなび映画ＣＡＮ⑨「ウォーナーの謎のリスト」 (18時開場) 18：30 ～ 20：25 

20 (土)  ☆こんなに変わるくらしの制度！最近の状況あれこれ  13：30 ～ 15：30 

21 (日)  ☆子ども消しゴムハンコ教室  10：00 ～ 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 

23 (火) 
 ☆食卓からはじまるすこやかな暮らし  13：30 ～ 14：30 

 終活セミナー エンディングノートの書き方 (2回目/全4回) 13：30 ～ 15：30 

30  (火)  終活セミナー エンディングノートの書き方 (3回目/全4回) 13：30 ～ 15：30 

31 (水)  ☆まなび映画ＣＡＮ⑩「はだかの王様」 (13時開場) 13：30 ～ 15：30 

☆ 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 

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

6     (火)    終活セミナー エンディングノートの書き方 (4回目/全4回) 13：30 ～ 15：30 

7    (水)  
 楽しく奥深い合唱を楽しみましょう (1回目/全6回) 13：30 ～ 15：00 

 初心者のためのＰＣ講座 (1回目/全5回) 13：30 ～ 15：30 

8  (木)    純銀粘土アクセサリー作り教室～純銀ブローチ～  10：00 ～ 12：00 

9 (金)  想い出のメロディ・あの歌この歌 歌声教室 (1回目/全6回) 13：30 ～ 15：00 

10 (土)  主婦ＦＰと学ぶＮＩＳＡ／ｉＤｅＣｏ基礎の基礎  13：30 ～ 15：30 

14  (水)  
 陶芸教室～土と遊ぼう～  10：00 ～ 12：00 

 初心者のためのＰＣ講座 (2回目/全5回) 13：30 ～ 15：30 

16  (金)  省エネ・節電！～上手な電気の使い方～  13：30 ～ 15：00 

17 (土)    今から始めてみませんか！初心者ギター教室 (2回目/全8回) 13：00 ～ 14：30 

21  
 楽しく奥深い合唱を楽しみましょう (2回目/全6回) 13：30 ～ 15：00 

(水)  

 初心者のためのＰＣ講座 (3回目/全5回) 13：30 ～ 15：30 

23 (金)  想い出のメロディ・あの歌この歌 歌声教室 (2回目/全6回) 13：30 ～ 15：00 

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



 

 

  
         

 

まなび映画ＣＡＮ⑨ 

 

    ✿上映日…８月１９日（金）午後６時３０分～８時２５分（開場 午後６時） 

  ✿内 容…米国人美術家ラングトン・ウォーナーは、第二次世界大戦下の日本において 

      空爆すべきでない文化財のリスト「ウォーナー・リスト」を作成した。 

      世界各国に残る新資料と３０人を超える証言によって今まで語られることのな 

      かった事実を伝えるドキュメンタリー映画。 

      ＜監督＞金髙 謙二  ＜証言者＞小泉 晋也・色川 大吉・阿刀田 高 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。 

「ウォーナーの謎のリスト」 
ー第二次世界大戦に隠された歴史の真実ー  

 

 

  
まなび映画ＣＡＮ ⑩ 

 

    ✿上映日…８月３１日（水）午後１時３０分～３時３０分（開場 午後１時） 

  ✿内 容…デンマークの童話作家ハンス・クリスチャン＝アンデルセンが書いた『裸の王 

      様』を原作とする劇団四季のファミリーミュージカル。 

      だれもが楽しめる一級のファンタジーです。（２０１０年自由劇場にて収録） 

      <構成・演出>浅利 慶太  

      <台本>寺山 修司  <作曲>三木 たかし、いずみ たく 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。 

 

劇団四季「はだかの王様」 

 

 

  

 

 

 

    ✿上 映 日…８月３日（水） ①午前１１時４０分～ ②午後３時１０分～ 

  ✿上映作品…①ペルとかいじゅう王子（約２０分） 

        ②電気と薬草の父 平賀源内(約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。 

１６ミリフィルム上映会 


