
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９月号 

№２３１ 

★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夜間以外も無料開放！（９月末まで） 

 (※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 



 

ＣＳＲ教室 

よりよく生きるための終活セミナー 

 

ＳＤＧｓエシカル消費講演会 

エシカル消費でくらしと地域を守ろう！ 

 

瀬戸内国際芸術祭 
秋会期を楽しもう! 

●日 時…９月１４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開催され 

る、世界でも最大級の現代アートの祭 

典。９月２９日から 

始まる秋会期を中心 

に瀬戸芸の魅力を 

知りましょう。 

受付開始…９月１日（木）午前９時 

●日 時…①９月１４日(水) 

     ②９月２８日(水) 

     ③１０月１４日（金） 

      午後１時３０分～３時３０分 

●講 師…（一社）わライフネット会員 

       ①佐藤 泰子さん（京都大学講師) 

     ②馬場 真理さん(片付けコンサル 

                タントスタイルアップ代表) 

     ③会田 薫子さん(東京大学教授)    

●定 員…申込先着４５人 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

①老後の生きがい ②遺品整理 

③終末期医療 

受付開始…９月１日（木）午前９時 

持続可能な社会に向けてエシカル消費講 

演会を開催します。 

“連携”の推進で、コロナ禍、戦争の恐 

怖をのりこえよう。 

●日 時…９月１７日（土） 

     午後１時３０分～３時 

●講 師…阿南
あ な ん

 久
ひさ

さん 

     （元消費者庁長官) 

●定 員…申込先着１００人 

受付開始…９月１日（木）午前９時 

ＳＤＧｓ 

 

歴史に学ぶ人生の知恵① 

乱世に太平の旗を立てよ！ 

～足利尊氏の挑戦～ 
足利尊氏は誤解されている？ 

彼は幕府を倒し、帝を吉野山に追いやっ 

た事で、多くから希代の悪人と断じられ 

ている。果たしてそうか？ 

その裏事情を知れば印象はがらりと変わ 

り、全く逆の人間像が見えてくるはず
だ。 

受付開始…９月１日（木）午前９時 

●日 時…９月２２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 



ＣＳＲ教室 

よりよい人生を送るための 

～外貨のきほん講座～ 

●日 時…９月２２日（木） 

     午後６時～７時 

●講 師…竹内 知子さん・東原 光伸さん    

      (ジブラルタ生命保険株式会社) 

●定 員…申込先着４５人 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

外貨の基本を知ることで物価・金利・為替につ 

いてわかりやすく理解していただける内容で 

す。高校生・大学生もご参加を！ 

受付開始…９月２日（金）午前９時 

 

相続税・贈与税の計算と 
これからの方向性 

●日 時…９月２４日（土） 

     午後１時３０分～３時３０分 

●講 師…田中 標さん（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 

相続税と贈与税の基本的な仕組みと効 

果的な活用方法、そして、今後予定さ 

れる相続税、贈与税の一体課税につい 

ての解説をします。 

受付開始…９月２日（金）午前９時 
 

ベビーマッサージ＆ベビーヨーガ
～親子でエステ～ 

●日 時…９月２７日(火) 

      午前１０時３０分～１１時３０分 

●講 師…末澤 久美さん（日本メディカル  

      レガメント協会認定 

          インストラクター) 

●定 員…申込先着７組（首の据わった生 

     後５か月～１歳前後の赤ちゃん 

     とその保護者） 

●受講料…５００円 

●材料費…５００円(オイル代) 

●持参物…着替え、体温計、飲み物(親子分 

     マイボトル)、バスタオル大、    

     フェイスタオル、いつものお出かけ    

      セット、お気に入りのおもちゃ 

お母さんと赤ちゃんがベビーマッサージと
ベビーヨーガでふれあい、健やかな心と体
を育んでいきます。 

受付開始…９月２日（金）午前９時 

 

観光ボランティアガイドと行く 

高松の魅力発見！ぶらり歴史探訪 

～玉藻公園編～ 
復元整備された桜御門を見てみよう。披雲 

閣の中も見学します。 

●日 時…９月２７日（火） 

      午後１時３０分～３時 

●講 師…高松市観光ボランティアガイド 

     協会 会員 

●定 員…申込先着２０人 

●受講料…無料 

●入園料…別途必要 

     大人(１６歳以上)２００円 

●集合場所…玉藻公園東門前 

      午後１時２０分（時間厳守） 

※現地集合、現地解散となります。 

受付期間…９月２日（金）午前９時～ 

     ９月１８日(日) 



 

ふろしきでエコバック 

 

スローエアロビック体験教室 

軽運動を生活に取り入れましょう 

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 

ＮＩＳＡ／ｉＤｅＣｏ 

 

心と体のリフレッシュ体操 

●日 時…９月３０日（金） 

     午後１時３０分～３時 

●講 師…吉田 静子さん 

     （高松市コミュニティスポーツ 

     指導員） 

●定 員…申込先着２０人 

●受講料…５００円 

●持参物…汗拭き用タオル、飲み物(マイ 

     ボトル) 

椅子に座ってできる笑って楽しむ軽体操です。 

※動きやすい服装で 

お越しください。 

受付開始…９月２日（金）午前９時 

●日 時…１０月２日（日） 

         午前１０時～１１時３０分 

●講 師…角田 眞理子さん 

      （ふろしき研究会会員・ 

      ふろしき包み指導者） 

●定 員…申込先着１６人 

●受講料…５００円 

●持参物…ふろしき、バンダナ(あれば) 

     ペットボトル（５００ml・実 

     習に使用） 

・風呂敷についてのお話 

・基本の真結びからエコバックに 

・お弁当包み、隠し包み、 

 二つ結び、  

 ペットボトル包み、 

 ティッシュ包み など 

受付開始…９月６日（火）午前９時 

●日 時…Ⓐ１０月７・１４・２１・２８日 

      Ⓑ１１月４・１１・１８・２５日   

      いずれも金曜日の午後２時～３時 

     ※ⒶⒷどちらかをお選びください 

●講 師…塩津 陽子さん（香川県エアロ  

     ビック連盟会長・スポーツ健康 

     科学博士・健康運動指導士) 

     協力:香川県エアロビック連盟 

●定 員…申込先着ⒶⒷ各１５人 

●受講料…無料 

●持参物…ヨーガマット(バスタオル可) 

     上履き(運動ができるもの) 

     飲み物(マイボトル) 

 

受付開始…９月６日（火）午前９時 

アロマテラピー講座 

アロマリードディフューザーを作ってみましょう 

●日 時…１０月９日（日） 

     午後１時３０分～３時 

●講 師…由佐 日登美さん(ＡＥＡＪ認定 

     アロマテラピーインストラクター) 

●定 員…申込先着１０人 

●受講料…無料 

●材料費…７７０円 

●持参物…ハンドタオル、ビニール袋 

     （持ち帰り用、Ａ４程度） 

受付期間…９月６日（火）午前９時～ 

      １０月１日（土） 

自然の恵みである精油（アロマ）を
通じて心身の健康、癒しを学びま
す。誰でも簡単に生活の中に取り入
れることができます。 



 

 

古高松コミュニティセンター 

絵画同好会作品展 

●展示期間…９月１１日（日）から 

        ２３日（金）まで 

       ※１２日・２０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 

 

脳卒中 
～脳内で起こる凝固と出血とは～ 

●日 時…１０月１２日（水） 

     午後１時３０分～３時 

●講 師…真鍋 紀子さん 

      （香川県立保健医療大学名誉教授, 

      香川県健康管理士会事務局長） 

●定 員…申込先着４５人 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

受付開始…９月６日（火）午前９時 

脳卒中とは、突然脳の血管が詰まっ
たり(凝固)、血管が破れたり(出血)
して引き起こされる病気の総称で
す。脳内で起こるこの凝固と出血に
ついて学びませんか？ 

 

初心者のための 
ワード＆エクセル 

●日 時…(ワード)１０月１２・１９・ 

      ２６、１１月２日 

     (エクセル)１１月９・１６・ 

     ２３・３０日 

      （全８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…４，０００円(全８回) 

●資料代…２，０００円(全８回) 

それぞれのソフトを使って、たいへ
ん便利で役に立つ『コツ』を説明し
ます。 

各自のパソコンの持ち込みもＯＫ。 

受付開始…９月６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♪ 



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)    

 ☆瀬戸内国際芸術祭・秋会期を楽しもう！  10：00 ～ 11：30 

 陶芸教室～土と遊ぼう～  10：00 ～ 12：00 

 ☆ＣＳＲ教室 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 

 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 

 ☆まなび映画ＣＡＮ⑪「そして父になる」 (18時開場) 18：30 ～ 20：30 

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 

 ☆ＳＤＧｓエシカル消費講演会  13：30 ～ 15：00 

21     (水)   
 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 

 初心者のためのＰＣ講座 (3回目/全5回) 13：30 ～ 15：30 

22  (木)    
 ☆歴史に学ぶ人生の知恵① 乱世に太平の旗を立てよ！～足利尊氏の挑戦～  13：30 ～ 15：00 

 ☆ＣＳＲ教室 よりよい人生を送るための～外貨のきほん講座～  18：00 ～ 19：00 

23  (金)  

☆１６ミリフィルム上映会①「かぐや姫」「きつねとぶどう」  11：00 ～ 11：30 

 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 

 ☆１６ミリフィルム上映会② 「かぐや姫」「きつねとぶどう」  14：00 ～ 14：30 

24  (土)    ☆相続税・贈与税の計算とこれからの方向性  13：30 ～ 15：30 

27  (火)    

 ☆ベビーマッサージ＆ベビーヨーガ～親子でエステ～  10：30 ～ 11：30 

 ☆観光ボランティアガイドと行く  

  高松の魅力発見！ぶらり歴史探訪～玉藻公園編～  
13：30 ～ 15：00 

☆ 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 

28 (水)  

 ☆まなび映画ＣＡＮ⑫「グリーンブック」 (13時開場) 13：30 ～ 15：45 

 ☆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 (4回目/全5回) 13：30 ～ 15：30 

30 (金)    ☆心と体のリフレッシュ体操  13：30 ～ 15：00 

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

2     (日)    ☆ふろしきでエコバッグ  10：00 ～ 11：30 

5    (水)  
 楽しく奥深い合唱を楽しみましょう (3回目/全6回) 13：30 ～ 15：00 

 初心者のためのＰＣ講座 (5回目/全5回) 13：30 ～ 15：30 

7  (金)    ☆スローエアロビック体験教室 (1回目/全4回) 14：00 ～ 15：00 

9 (日)  ☆アロマテラピー講座  アロマリードディフューザーを作ってみましょう 13：30 ～ 15：00 

12  (水)  
 ☆初心者のためのワード＆エクセル (1回目/全8回) 13：30 ～ 15：30 

 ☆脳卒中～脳内で起こる凝固と出血とは～  13：30 ～ 15：00 

14  (金)  

 想い出のメロディ・あの歌この歌 歌声教室 (3回目/全6回) 13：30 ～ 15：00 

 ☆スローエアロビック体験教室 (2回目/全4回) 14：00 ～ 15：00 

 ☆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 

15  (土)  今から始めてみませんか！初心者ギター教室 (4回目/全8回) 13：00 ～ 14：30 

19  (水)    
 楽しく奥深い合唱を楽しみましょう (4回目/全6回) 13：30 ～ 15：00 

 ☆初心者のためのワード＆エクセル (2回目/全8回) 13：30 ～ 15：30 

21  (金)   ☆スローエアロビック体験教室 (3回目/全4回) 14：00 ～ 15：00 

26 (水)  ☆初心者のためのワード＆エクセル (3回目/全8回) 13：30 ～ 15：30 

28 (金)  
 想い出のメロディ・あの歌この歌 歌声教室 (4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 

29 (土)  今から始めてみませんか！初心者ギター教室 (5回目/全8回) 13：00 ～ 14：30 



 

 

  
         

 

まなび映画ＣＡＮ⑪ 

 

    ✿上映日…９月１６日（金）午後６時３０分～８時３０分（開場 午後６時） 

  ✿内 容…息子を取り違えられた二つの家族。血のつながりか、共に過ごした時間か。 

      突きつけられる慟哭の選択。 

      ＜監督＞是枝 裕和   

      ＜キャスト＞福山 雅治・尾野 真千子・真木 よう子 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。 

「そして父になる」 
Ｌｉｋｅ Ｆａｔｈｅｒ,Ｌｉｋｅ Ｓｏｎ 

 

 

  
まなび映画ＣＡＮ⑫ 

 

    ✿上映日…９月２８日（水）午後１時３０分～３時４５分（開場 午後１時） 

  ✿内 容…時は１９６２年。ニューヨークの一流ナイトクラブの用心棒トニーは、天才黒人 

      ピアニスト、シャーリーの運転手としてスカウトされる。二人は、≪黒人用旅行 

      ガイド＝グリーンブック≫を頼りに、差別の色濃い南部での演奏ツアーに出発す 

      るのだが…      

      <監督>ピーター・ファレリー <キャスト>ヴィゴ・モーテンセン・マハーシャラ・アリー他   

  ✿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。 

 

「グリーンブック」 

 

 

  

 

 

 

    ✿上 映 日…９月２３日（金） （午前の部）午前１１時～  

               （午後の部）午後２時～ 

  ✿上映作品…かぐや姫・きつねとぶどうの２本立てです（２本で約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 


