
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７月号 

№２２９ 

★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中 

   ☆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   



 

古典文学講座 平家物語  
それぞれの死の様相 ２０２２ 

 

瀬戸内国際芸術祭・ 

夏会期を楽しもう 

●日 時…７月１５日（金） 

     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 

●持参物…筆記用具 

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。８月５日から始まる夏会期
を中心に瀬戸芸の魅力を知りましょう！ 

●日 時…７月２６日、８月２日・９日 

     いずれも火曜日の 

         午後２時～３時３０分 

●講 師…澤田 文男さん 

      （高松大学発達科学部教授） 

●定 員…申込先着１４人 

●受講料…１,５００円（全３回） 

●持参物…筆記用具 

平家物語に登場する主要人物の多様な最

期を焦点として考察し、その在り方が物

語の中でどのような意味を持つかを追求

します。今年度は妹尾兼康・源（木曽）

義仲・今井兼平を取り上げます。 

受付開始…７月５日（火）午前９時 受付開始…７月１日（金）午前９時 

ＣＳＲ教室 終活セミナー 

エンディングノートの書き方 

●日 時…８月１６日・２３日・３０日、 

     ９月６日いずれも火曜日の 

      午後１時３０分～３時３０分 

●講 師…（一社)わライフネット会員 

●定 員…申込先着２０人 

●受講料…無料 

●材料費…５００円（ノート代） 

●持参物…筆記用具 

・介護・医療 

・葬儀・埋葬・供養 

・相続   

・ものの整理 

について、４回に分けてエンディングノー
トを作成していきます。 

 

 

新塩屋町コミュニティセンター 

イキイキクラブ絵手紙会作品展 

●展示期間…７月 ５日（火）から 

      ７月１８日（月・祝）まで 

       ※７月１１日(月)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 

受付開始…７月８日（金）午前９時 



 

キッズ大集合 
まなびＣＡＮびっくりばこ♪ 

 

キッズ木工教室 

～ロボ木ー貯金箱を作ろう!～ 

●日 時…７月１７日（日） 

       午前１０時～１２時 

●講 師…青木 節子さん 

     （木工教室癒楽木(ゆらぎ)主宰） 

●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…１,２００円 

●持参物…かなづち(お家にある人)、 

     木工用ボンド、絵具セット(色   

     を塗りたい人)、飾りたいもの 

     (マスキングテープ等) 

地球を守るエコロボット ロボ木ーのお話を聞
い て、ロ ボ 木 ー の 貯 金 箱 を 作 ろ う !     
地球の温暖化についても考えてみましょう。 

●日 時…７月１８日（月・祝） 

         午後１時３０分～３時 

      (開場：午後１時) 

●定 員…申込先着５０人 

●入場料…無料 

ボラえもん 藤巻信太郎さんによるマ

ジック、まいまい塾ネットワーキングの

みなさんによる紙芝居、れおんさんによ

るピアノ弾き語り。バルーン人形の人Ｋ

ＥＮまもる君・あゆみちゃんも来るよ。

プレゼントもあるよ。 

受付開始…７月１日（金）午前９時 

 

生きる力を育てる味覚教育 
～五感を使って味わってみよう～ 

“食べて味わい感じること、それはすべて
正解！感じたことを表現し、みなで分かち
合う、フランス発の味覚教育です。 

●日 時…７月２３日（土） 

        午前１０時～１１時３０分 

●講 師…松田 恒代さん 

     （フードコーディネーター・ 

     家庭生活アドバイザー） 

●定 員…申込先着２０人 

     （小学３年生～中学生） 

     ※小学３年生は保護者同伴 

●受講料…無料 

●材料費…５００円 

●持参物…筆記用具 

粘土で動物ゆび人形を作ろう！ 

●日 時…７月２１日（木） 

      午後１時３０分～３時 

●講 師…中村 典子さん 

●定 員…申込先着１５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…絵具、手ふき用タオル 

今年の干支「寅」のゆび人形を作りま
しょう！指にさして楽しく会話したり、
歌ったり。おうち時間を楽しく過ごしま
しょう！ 

子ども＆親子向け講座 

受付開始…７月１日（金）午前９時 

受付開始…７月１日（金）午前９時 受付開始…７月１日（金）午前９時 



 

夏休み親子消費者教室 
～毎日のおやつゲーム～ 

 

ＣＳＲ教室 

こどものための哲学対話 

●日 時…７月２３日（土） 

     午後１時３０分～３時 

●講 師…石原 晴子さん 

     （株式会社ＯＮＤＯ） 

●定 員…申込先着８人 

     （小学４～６年生） 

●受講料…無料 

●教材費…３００円 

●持参物…筆記用具 

安心して話せる場を作り、「考える力・伝える
力・他者を思いやる力」を養います。答えが一
つとは限らない「問い」を掘り下げていきま
しょう！ 

●日 時…７月２３日（土） 

         午後１時３０分～３時 

●講 師…コープかがわＬＰＡの会 

     （ライフプランアドバイザー） 

●定 員…申込先着２０組（小学生と 

     その保護者） 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

ゲームをしながら、おこづかいの使い方を

学ぶ夏休み親子消費者教室を開催します。

いろいろなイベントが起こるなか、決めら

れたおこづかいを工夫しながら使って、一

週間毎日のおかしを買うことができるか挑

戦します！             

(小学２～４年生に適した内容です) 

受付開始…７月１日（金）午前９時 

 

親子でたのしい♪ 

幼児さんすう教室 

親子ペアになり、色板パズルで形あそびや
サイコロ等を使ったゲームをします。ゲー
ムを通して、さんすうの面白さを体験しま
しょう！ 

●日 時…７月２７日（水） 

         午前１０時～１１時３０分 

●講 師…眞田 淳子さん 

●定 員…申込先着１０組 

      （５・６歳児（年中・年長児）と 

      その保護者） 

●受講料…無料 

●材料費…５００円（サイコロ代。 

     子ども一人につき１セット） 

●持参物…おはじき３０個 

 

親子でわかる算数！たのしい算数♪ 

●日 時…７月２６日（火） 

      午前１０時～１１時３０分 

●講 師…眞田 淳子さん 

●定 員…申込先着１０人（小学１～３年生） 

      ※保護者同伴 

●受講料…無料 

●材料費…５００円 

●持参物…おはじき３０個、筆記用具、 

     ノート 

色板パズルを使って、数や図形の不思議 

さ、面白さを体験しよう。 

親子で楽しくサイコロゲームもします。 

受付開始…７月５日（火）午前９時 受付開始…７月５日（火）午前９時 

受付開始…７月１日（金）午前９時 



 

わくわく！どきどき！ 
夏休みの水の実験教室 

 

夏休み！キッズ・ 

和三盆お干菓子作り教室 

●日 時…７月２７日（水） 

      ①午前１０時～１１時３０分 

       ②午後１時～２時３０分 

●講 師…上原 あゆみさん（豆花 代表） 

●定 員…各回申込先着１６人(小学生) 

     ※３年生以下は保護者同伴 

●受講料…無料 

●材料費…１，０００円（１回あたり） 

絶滅危機と言われている菓子木型。その伝
統を守るお話と、実際に好きな木型を使っ
て、和三盆のお干菓子作りを体験しよう。
作ったお干菓子は箱詰めにして持って帰れ
るよ。 

●日 時…７月２８日（木） 

         午前１０時～１２時 

●講 師…竹谷 栄二さん（かがわ環境カウ 

      ンセラー協議会） 

●定 員…申込先着１２人(小学生) 

     ※３年生以下は保護者同伴 

●受講料…無料 

水に関する面白い実験をたくさんする

よ！実験内容は当日までのお楽しみに！

わくわく、どきどきの実験を体験して、

夏休みの楽しい思い出を作ろう！ 

受付開始…７月５日（火）午前９時 

 

こどものためのセルフケアヨガ 
子ども自身が自分でできる心身のセルフケ
アのためのヨガです。 

●日 時…７月２９日（金） 

        午後１時３０分～２時３０分 

●講 師…かわだ ゆきみさん 

     （はぐたいむヨガ®－こどもと大人 

      のためのヨガと瞑想＆Ｅｎｇｌｉｓ 

      ｈ－主宰） 

●定 員…申込先着１０人（小・中学生） 

     ※小学３年生以下は保護者同伴 

●受講料…無料 

●持参物…飲み物（マイボトルで！）、汗 

     拭き用タオル、ヨガマット又は   

     バスタオル 

※動きやすい服装でお越しください。 

ＣＳＲ教室 子ども電気講座 

●日 時…７月２９日（金） 

      午前１０時３０分～１１時３０分 

●講 師…四国電力香川支店社員 

●定 員…申込先着２０組（小学１～３年 

     生とその保護者） 

●受講料…無料 

●持参物…手拭きタオル、１０円玉と１円 

     玉を３枚ずつ 

「でんきはどこからきてるのかな？」に
ついて楽しく学び、備長炭電池・３３円
電池作りをします。 

受付開始…７月５日（火）午前９時 

受付開始…７月６日（水）午前９時 受付開始…７月６日（水）午前９時 



 

ＣＳＲ教室 親子で学ぶ！ 

エネルギーの創・蓄・省と工作教室 

 

作って楽しい折り紙教室 

～夏のからくりカード～ 

●日 時…７月３０日又は８月６日 

     いずれも土曜日の 

      午前１０時～１１時３０分 

●講 師…四角
し か く

 整子
よ し こ

さん（日本折紙協会 

     講師、同協会香川支部長） 

●定 員…各回申込先着１６人(小学生) 

     ※３年生以下は保護者同伴 

●受講料…無料 

●材料費…７００円 

●持参物…ハサミ、ボンド 

夏のからくりカードを作ります。自分だけの
楽しいカードを作りましょう。 

●日 時…７月３０日（土） 

         午後１時３０分～３時 

●講 師…三好 恒治さん（パナソニック㈱ 

      エレクトリックワークス社） 

●定 員…申込先着２０組（小学４～６ 

     年生とその保護者） 

●受講料…無料 

●材料費…１,２００円（１組につき） 

●持参物…筆記用具 

工作キットを組み立てながら、太陽光発

電（創エネ）、蓄電池（蓄エネ）、ＬＥ

Ｄ（省エネ）の仕組みを学び     

ます。ご家族でソーラーラン     

タンを作ってみませんか。 

受付開始…７月６日（水）午前９時 

 

ズバリ「勉強なぜするの？？」 

「勉強することが本当に意味ある」につい 

て話をするよ。それが充実した生き方に結 

びついていることを学ぼう！       

質問大歓迎！あなたの疑問に答えてくれる
よ。 

●日 時…８月２日（火） 

        午前１０時～１１時３０分 

●講 師…堀尾 光宣さん 

●定 員…申込先着１５人（小学５年生～ 

     中学生） 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

楽しい へたうま筆文字・ 

己
おのれ

書でマイうちわを作ろう！！ 

●日 時…７月３０日（土） 

      午後１時３０分～３時３０分 

●講 師…中邑
なかむら

 友香
と も か

さん 

●定 員…申込先着８人（小学生） 

     ※３年生以下は保護者同伴 

●受講料…無料 

●材料費…５５０円 

●持参物…絵具セット、絵筆（しなりのあ 

     るもの）、赤ペン（水性） 

受付期間…７月６日（水）午前９時 

受付開始…７月６日（水）午前９時 

受付期間…７月７日（木）午前９時 



 

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！ 

 

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！ 

●日 時…８月２日（火） 

      午後１時３０分～２時４０分 

●講 師…(一社)香川県水産振興協会職員   

     香川県農政水産部水産課職員 

●定 員…申込先着１２人（小学生） 

     ※３年生以下は保護者同伴 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

海苔の佃煮を作ったり、生海苔と焼き海苔を比
較したり、香川県のノリ養殖についても学びま
す。 

●日 時…８月３日（水） 

         午前１０時～１１時３０分 

●講 師…村川 永子さん 

      （元白ゆり服装学院 副学院長） 

●定 員…申込先着１６人(小・中学生) 

          ※小学３年生以下は保護者同伴 

●受講料…無料 

●材料費…５００円 

●持参物…裁縫道具(針・針山・糸切り 

     ばさみ、定規（２０ｃｍ位）)、   

     筆記用具 

受付開始…７月７日（木）午前９時 

 

ジュニアラジオＤＪ体験ｉｎ ｓｕｍｍｅｒ 

～伝えよう、君の声で～ 

 まなびＣＡＮ初登場！自分の言葉を簡単に
発信できるラジオ。ラジオ番組の作り方を
学んで、実際に収録体験に挑戦！！将来、
声優になりたい方や放送部の方におすす
め。 

●日 時…８月６日（土） 

        午後１時～３時３０分 

●講 師…香川大学 Ｒａｄｉｏ１８ 

●定 員…申込先着１０人（小学５年生～ 

     中学生） 

●受講料…無料 

子どもインターネット講座 

●日 時…８月３日（水） 

      午後１時３０分～３時 

     又は８月９日（火） 

     午前１０時～１１時３０分 

●講 師…山地 武さん 

●定 員…各回申込先着１０人 

     （小学４～６年生） 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

インターネットの基本的な使い方や安心
安全に使うための注意点を学びましょ
う。ゲームをしながらプログラミング体
験もするよ！ 

受付開始…７月７日（木）午前９時 

受付開始…７月７日（木）午前９時 受付開始…７月８日（金）午前９時 



 

小学２年生の算数たいけん広場 
 

小学１年生の算数たいけん広場 

 

●日 時…８月６日（土） 

      午前１０時～１１時３０分 

●講 師…鎌田 弘さん 

     （高松高専（現香川高専）の名誉教授） 

●定 員…申込先着１０組 

     （小学１年生とその保護者のペア） 

●使用料…５００円 

●持参物…筆記用具 

算数のあれこれを木の教材を使ってワクワクし
ながらいろいろと体験してみよう。 

・数字の書き方 

・数の唱え方 

・くり上がりたし算 

・たし算九九表 

 

夏休み！楽しい 

子どもハワイアンフラ 
ハワイアンの音楽に合わせて体を動かし、
みんなで楽しく踊ろう。 

●日 時…８月７日（日） 

        午前１０時～１１時３０分 

●講 師…山本 博子さん（フラスタジオ  

     メレアロハ ホクラニ インス 

     トラクター） 

●定 員…申込先着１５人(小・中学生) 

          ※小学３年生以下は保護者同伴 

●受講料…無料 

●持参物…飲み物（マイボトル）、汗拭き 

     用タオル、足を拭くもの 

※動きやすい服装で来てね。 

 

中学１年生の「数学カフェ」 

負数の意味を、長さ量と座標の違いを明
確にして理解する。         
小学２年生のかけ算計算を面積で考え、
それを分配法則の拡張計算に変換して、
図解と計算で理解できるようにする等。 

受付開始…７月７日（木）午前９時 受付開始…７月７日（木）午前９時 

受付開始…７月８日（金）午前９時 

算数のあれこれを木の教材を使ってワクワクし
ながらいろいろと体験してみよう。 

・２桁の数と２桁の数の足し算・引き算 

・計算力の向上 

●日 時…８月６日（土） 

      午後１時３０分～３時 

●講 師…鎌田 弘さん 

      （高松高専（現香川高専）の名誉教授） 

●定 員…申込先着１０組 

     （小学２年生とその保護者のペア） 

●使用料…５００円 

●持参物…筆記用具 

●日 時…８月７日（日） 

      午前１０時～１１時３０分 

●講 師…鎌田 弘さん    

     （高松高専（現香川高専）の名誉教授） 

●定 員…申込先着１０人 

     （中学１年生） 

●使用料…５００円 

●持参物…筆記用具、 

     定規（直線を引くため） 

受付開始…７月８日（金）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♪ 

 

みんなで実験してみよう!! 

希少糖の作り方に触れてみよう 

●日 時…８月１０日（水） 

     午後１時３０分～３時３０分 

●講 師…望月 進さん・加藤 志郎さん・ 

      吉原 明秀さん（香川大学国際希 

      少糖研究教育機構） 

●定 員…申込先着１６人 

     （小学４年生から中学生） 

●受講料…５００円 

微生物や酵素を用いた希少糖の作り方を紹介し

ます。 

受付開始…７月８日（金）午前９時 

 

    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 

6 (水)   実践！！自分でできる足うらっこ体操  13：30 ～ 15：30 

7  (木)   
 つまみ細工を身近に感じる体験をしよう！  13：30 ～ 15：00 

 姿勢改善！ピラティストレーニング講座 (１回目/全4回) 19：00 ～ 20：30 

8 (金)  
 ☆まなび映画ＣＡＮ⑦ 

「リバー・ランズ・スルー・イット」 
※18：00開場 18：30 ～ 20：40 

9 (土)   家計の管理について考える  13：30 ～ 15：30 

12 (火)   面白くて、ためになる朗読講座 (3回目/全3回) 10：00 ～ 12：00 

14 (木)  
 ☆16ミリフィルム上映会「高瀬舟」 (約４５分) 14：00 ～ 14：45 

 姿勢改善！ピラティストレーニング講座 (2回目/全4回) 19：00 ～ 20：30 

15 (金)   ☆瀬戸内国際芸術祭・夏会期を楽しもう  10：00 ～ 11：30 

17 (日)   ☆キッズ木工教室～ロボ木ー貯金箱を作ろう！～  10：00 ～ 12：00 

18 (月)   ☆キッズ大集合！まなびＣＡＮびっくりばこ♪ ※13：00開場 13：30 ～ 15：00 

 21 (木)  
 ☆粘土で動物ゆび人形を作ろう！  13：30 ～ 15：00 

 姿勢改善！ピラティストレーニング講座 (3回目/全4回) 19：00 ～ 20：30 

23 (土)  

 ☆生きる力を育てる味覚教育～五感を使って味わってみよう～  10：00 ～ 11：30 

 ☆こどものための哲学対話  13：30 ～ 15：00 

 ☆夏休み親子消費者教室～毎日のおやつゲーム～  13：30 ～ 15：00 

26 (火)  
 ☆親子でわかる算数！たのしい算数  10：00 ～ 11：30 

 ☆ 平家物語それぞれの死の様相 ２０２２ (1回目/全3回) 14：00 ～ 15：30 

27 (水)   

 ☆親子でたのしい♪幼児さんすう教室  10：00 ～ 11：30 

 ☆夏休みキッズ！ 和三盆お干菓子作り教室 
１回目 

２回目 

10：00 

13：00 

～ 

11：30 

14：30 

 ☆まなび映画ＣＡＮ⑧「地下鉄（メトロ）に乗って」 ※13：00開場 13：30 ～ 15：35 

28 (木)   
 ☆わくわく！どきどき！夏休みの水の実験教室  10：00 ～ 12：00 

 姿勢改善！ピラティストレーニング講座 (4回目/全4回) 19：00 ～ 20：30 

29   (金)   

 ☆子ども電気講座  10：30 ～ 11：30 

 ☆こどものためのセルフケアヨガ  13：30 ～ 14：30 

中止 



☆ 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 

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 

(土)    ☆親子で学ぶ！エネルギーの創・蓄・省と工作教室  13：30 ～ 15：00 

 ☆楽しいへたうま筆文字 己（おのれ）書でマイうちわを作ろう ！！ 13：30 ～ 15：30 

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 

13：30 ～ 14：40  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 ！ 

 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 

 子どもインターネット講座  13：30 ～ 15：00 

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 

23 (火)  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 



 

 

  
         

 

まなび映画ＣＡＮ ⑦ 

 

    ✿上映日…７月８日（金）午後６時３０分～８時４０分（開場 午後６時） 

  ✿内 容…ロバート・レッドフォード監督が１５年の歳月をかけ超一流スタッフを集めて 

      手掛けた大ヒット作。１９２０年代のモンタナを舞台にフライフィッシングで 

      結ばれた兄弟と父親の家族の絆を描く人間ドラマ。 

      ＜製作・監督＞ロバート・レッドフォード  ＜主演＞ブラッド・ピット 

  ✿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。 

「リバー・ランズ・スルー・イット」 
第６５回アカデミー賞最優秀撮影賞受賞  

 

 

  
         

まなび映画ＣＡＮ ⑧ 

 

    ✿上映日…７月２７日（水）午後１時３０分～３時３５分（開場 午後１時） 

  ✿内 容…いつもと同じ会社からの帰り道。地下鉄を降りて駅の階段を上がると、そこはオ 

      リンピックの開催に沸く昭和３９年の東京だった。 

      時空を超える旅を続けるうちに明らかになる、驚くべき秘密。それは… 

      <原作>浅田 次郎 <監督>篠原 哲雄 

      <出演>堤 真一、岡本 綾、常盤 貴子、大沢 たかお 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。 

 

「地下鉄
メ ト ロ

に乗って」 

 

 

  

 

 

 

    ✿上 映 日…７月１４日（木） 午後２時～ 

  ✿上映作品…高瀬舟(約４５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 

森鴎外の「足るを知る」「安楽死」

の二つをテーマとした短編の映画化

です。 


