
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１月号 

№２２３ 

  ◇自主学習スペース無料開放中！！◇                     
お気軽にご利用ください。 

                    期 間：令和４年３月３１日（木）まで 

                        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   

  

  

※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。 

         Ｗｉ-Ｆｉがご利用いただけます！ 〔接続サービスが可能なエリア〕 

    ・多目的ホール ・大研修室 ・小研修室 ・視聴覚室 

 旧年中は､生涯学習センター(まなびＣＡＮ)をご利

用いただきまして､誠にありがとうございました。 

本年も､どうぞよろしくお願いいたします。 

引き続き、手洗いや咳エチケットなど、新型コロ

ナウィルス感染予防対策に皆様のご理解とご協力

をお願いいたします。         

        令和４年１月 

        高松市生涯学習センター 

  ・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。 

 高松市生涯学習センター（まなびCAN）  TEL：087-811-6222   FAX：087-821-8022 



アートでめぐる 

ぶらりきくちかん 

民俗への招待④ 

「稲作の民俗」 

古文書解読 

～江戸時代の村の文書を解読します～ 

スローエクササイズ 
～軽運動でイキイキ快適生活～ 

●日 時…１月１４日・２１日・２８日 

     （全３回）いずれも金曜日の 

     午後１時３０分～３時 

●講 師…塩津 陽子さん（ＮＰＯ法人日本 

     エアロビック連盟常務理事・ 

      スポーツ健康科学博士） 

●定 員…申込先着１５人 

●受講料…１，５００円（全３回） 

●持参物…ヨーガマット（バスタオルなど   

     でよい）、上履き（運動ができ     

     るもの）、飲み物 

血流を促すスローエアロビックと筋力低下

を予防するスロートレーニングの複合エク

ササイズ。シンプルな動きで体をほぐし、

「フレイル」を防ぎます。 

江戸時代の村の文書「木谷家文書」を解

読します。 

●日 時…１月１９日（水） 

         午後１時３０分～３時 

●講 師…高松市菊池寛記念館職員 

●定 員…申込先着１４人 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

●日 時…１月２０日（木） 

         午前１０時～１１時３０分 

●講 師…川崎 正視さん 

     （香川民俗学会副会長） 

●定 員…申込先着３０人 

●受講料…５００円 

●持参物…筆記用具 

菊池寛にまつわるアート作品を映像で紹

介するとともに、関連資料を写真資料で

公開します。 

讃岐の農村で、稲作は大きな位置を占め

ています。高松平野のむらが、水田耕作

でどう成り立ち、暮らしがどうなって

いったかを民俗事象等を通してお話しし

ます。 

受付開始…１月５日（水）午前９時 

受付開始…１月５日（水）午前９時 

受付開始…１月５日（水）午前９時 

受付開始…１月５日（水）午前９時 

●日 時…１月１８日・２５日・ 

     ２月１日・８日（全４回） 

     いずれも火曜日の  

      午前１０時～１２時 

●講 師…野中 寛文さん 

●定 員…申込先着３０人 

●受講料…２，０００円（全４回） 

●持参物…筆記用具 



みんなでカブコー 

農村歌舞伎祇園座の実演と体験

 

屋嶋城跡を中心とした 

屋島の歴史について 

おひとりさまの終活 

～死後事務委任～ 

●日 時…１月２１日（金） 

     午後１時３０分～３時 

●講 師…井上 智恵さん 

     （高松市社会福祉協議会・権利    

     擁護センター長） 

●定 員…申込先着３０人 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

死後事務委任とは、「葬儀や埋葬、遺品整

理や役所への届け出といった死後の様々な

手続きを、第三者に託すため、本人が元気

なうちに契約しておくこと」です。このこ

とについて分かりやすく説明します。 

●日 時…１月２６日（水） 

     午後１時３０分～３時 

●講 師…高松市文化財課 文化財専門職員  

●定 員…申込先着３０人 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

屋嶋城の発掘調査を中心に、屋島の歴史

について説明します。 

●日 時…１月２８日（金） 

     午前１０時３０分～１２時 

●講 師…鎌田 義美さん 

     （ＮＰＯ法人農村歌舞伎祇園 

     座保存会理事長) 

●定 員…申込先着３０人 

●受講料…５００円 

●持参物…筆記用具 

農村歌舞伎祇園座の歴史について、映像等

を交えた座学で学んだり、祇園座保存会員

による実演を楽しんでいただき、希望者は

農村歌舞伎の役者や附け打ちの体験ができ

ます。 

受付開始…１月５日（水）午前９時 受付開始…１月６日（木）午前９時 

受付開始…１月６日（木）午前９時 

 

失敗事例に学ぶ 
相続と遺言の基礎知識 

●日 時…１月２９日（土）    

     午後１時３０分～３時３０分 

●講 師…綾田 亨さん（ＮＰＯ法人 

      日本ファイナンシャル・プラン   

     ナーズ協会香川支部会員) 

●定 員…申込先着４５人 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

預金の引き出し方、有効な遺言作成術、自

宅の相続方法、名義預金、相続法改正の内

容など、実際にあった失敗事例から、役立

つ相続と遺言対策を考えていきます。 

受付開始…１月６日（木）午前９時 



写真で振り返る 

昭和の高松市中央商店街界隈 

 

体験してみよう！はじめての手話 

●日 時…２月２日・９日（全２回） 

      いずれも水曜日の 

     午後１時３０分～３時３０分 

●講 師…太田 裕之さん（香川県聴覚 

      障害者福祉センター施設長） 

      藤井 真作憲さん（同主任） 

●定 員…申込先着２０人 

●受講料…１，０００円（全２回） 

挨拶などの基本的な手話の仕組みや、聞

こえない方とのコミュニケーション方法

のコツなどについて学びます。 

●日 時…２月３日（木） 

     午後１時３０分～３時 

●講 師…高松市歴史資料館職員 

●定 員…申込先着３０人 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

戦後昭和の中央商店街を中心とした市街

地の変遷を当時の写真と地図で解説しま

す。 

受付開始…１月６日（木）午前９時 

 

ＣＳＲ教室・ふれあい出前講座 
～身の回りのエネルギー～ 

●日 時…２月４日（金） 

     午後２時～３時 

●講 師…四国電力株式会社香川支店 社員 

●定 員…申込先着２０人 

●受講料…無料 

「電気」や「エネルギー」をテーマにし

て、放射線の基礎知識や放射線を観察する

講座を開催します。 

①身の回りの放射線 

②なるほど！環境・エネルギー 

受付開始…１月７日（金）午前９時 

受付開始…１月６日（木）午前９時 

 

知っておきたい 身近な贈答作法 
包み方、折り方、熨斗の知識について 

学習します。 

差し上げ方と受け方の実習もします。 

受付開始…１月７日（金）午前９時 

●日 時…２月１０日（木） 

     午前１０時～１１時３０分 

●講 師…村尾 美江さん 

      （民俗作法研究会会長・ 

      弓馬術礼法小笠原流 門人） 

●定 員…申込先着１５人 

●受講料…５００円 

●持参物…筆記用具 



自分だけのクリスタル 

アートリウムを作ろう！ 

和菓子作り体験と 

お茶を楽しみましょう 

●日 時…２月１２日（土） 

     午後１時３０分～３時３０分 

●講 師…須崎 志保さん  

●定 員…申込先着１２人 

●受講料…５００円 

●材料費…１，８００円 

●持参物…はさみ、ハンドタオル 

●日 時…２月１５日（火） 

     午後１時３０分～３時 

●講 師…大内 英生さん（㈲三友堂）    

     原 大策さん（㈲原ヲビヤ園茶舗） 

●定 員…申込先着２４人 

●受講料…無料 

●材料費…８００円 

ハーバリウムをキューブ型に固め、瓶無し

で飾れるオブジェです。お好きなドライフ

ラワーやブリザーブドフラワー、チャーム

等を入れて自由にデザインしてもらえま

す。 

和菓子作りとお茶の淹れ方を学びます。 

お茶は煎茶か抹茶の予定です。 

当日までお楽しみに。 

受付開始…１月７日（金）午前９時 

受付開始…１月７日（金）午前９時 

 

自分の心臓のこと、 
どのくらい知っていますか？ 

●日 時…２月１６日（水） 

     午後１時３０分～３時 

●講 師…末川 千賀子さん 

     （ＮＰＯ法人日本成人病予防 

     協会認定 香川県健康管理士会 

      事務局次長） 

●定 員…申込先着４５人 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

心臓の基本的なメカニズム、心電図の見

方、そしてわたしたちがより良く生きるた

めに絶対に必要で非常に重要な心臓の知ら

れざる機能について、共に学びましょう。 

受付開始…１月７日（金）午前９時 

受付開始…１月７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♪ 



 
高松市民大学２０２１ ＰＡＲＴ３ 

テーマ 

第１ 「平家物語にみる屋島」 

第２ 「屋島の戦いを復元する～平家の本拠地はどこか?～」 

                     

✿日  時…１月２９日（土） 

     第１ 午後１時３０分～２時３０分 

     第２ 午後２時４０分～３時４０分 

✿講  師…第１ 田山 泰三（英明高等学校 教諭） 

      第２ 前川 佳代（奈良女子大学大和・紀伊半島学研究所 

               古代学・聖地学研究センター協力研究員）   

✿会  場…高松大学・高松短期大学本館１階多目的ホール 

✿定   員…先着１００人（要予約）  ✿受講料…無料    

  ✿予  約…直接高松大学・高松短期大学 地域連携センターへ 

       ※受付は平日９時～１７時 

       （電話８４１－３２１６、ＦＡＸ８４１－３０２３） 

新春イケメン寄席 

 
✿日 時…１月２２日（土）午後１時～３時（開場：１２時３０分） 

✿内 容…大いに笑って新しい年を迎えましょう！ 

✿出 演…酔亭藪太郎「厄払い」 

     家造亭艶九「粗忽長屋」 

     柱花米「不精の代参」 

     耕亭幸ん喜「一目上がり」 

     どんぐり亭たまごろう「豊竹屋」 

     讃岐奇術クラブ「マジック」（順不同） 

✿定 員…１００人 ※当日１２時より整理券を配布します。 

✿会 場…生涯学習センター ３階 多目的ホール 

 



 

 

  
         

 

まなび映画ＣＡＮ ⑫ 

 

    ✿上映日…１月７日（金）午後６時３０分～８時２０分（開場 午後６時） 

  ✿内 容…日本映画の巨匠・黒木和雄監督作品。戦争レクイエム三部作の一編。 

      広島原爆を背景に描く、心温まる父と娘の物語。 

      ＜出演＞宮沢りえ、原田芳雄、浅野忠信ほか 

  ✿定 員…当日先着１００人   ✿入場料…無料    

 ✿場 所…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。 

    父と暮せば 

 

 

  
         

 

まなび映画ＣＡＮ ⑬ 

 

    ✿上映日…１月２７日（木）午後１時３０分～３時２０分（開場 午後１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、通称“モリ”こと 

       熊谷守一。彼（山崎努）と妻（樹木希林）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で、モリの一日の出来事を温かくもコミカルなタッチ 

      で描いている。 

      ＜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  

 ✿場 所…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  

 

 

  

 

 

    ✿上 映 日…１月２９日（土）   

  ✿上映作品…①午前１１時～    トム・ソーヤの冒険～トムとハックと豚騒動～（２７分） 

        ②午後３時４０分～  はだかの王様 （２０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 



開催日 講座（行事）名 時間 

7 (金)   ☆まなび映画ＣＡＮ⑫「父と暮せば」 (１8：00開場) 18：30 ～ 20：20 

12 (水)  ★悩み解消！パソコンＱ＆Ａ  13：30 ～ 15：00 

14 (金)   ☆スローエクササイズ～軽運動でイキイキ快適生活～ (１回目/全3回) 13：30 ～ 15：00 

15    (土)  はじめての確定申告  13：30 ～ 15：30 

18 (火)   ☆古文書解読～江戸時代の村の文書を解読します～ (１回目/全4回) 10：00 ～ 12：00 

19  (水)  
 ★悩み解消！パソコンＱ＆Ａ   13：30 ～ 15：00 

 ☆アートでめぐる！ぶらりきくちかん  13：30 ～ 15：00 

20    (木)  
 ☆民俗への招待④「稲作の民俗」 10：00 ～ 11：30 

 はじめての篆刻（てんこく）講座 10：00 ～ 12：00 

21  (金)   

 知っておきたい作法と所作  10：00 ～ 11：30 

 ☆スローエクササイズ～軽運動でイキイキ快適生活～ (2回目/全3回) 13：30 ～ 15：00 

 ☆おひとりさまの終活～死後事務委任～  13：30 ～ 15：00 

22 (土)   

 小学１年生の算数たいけん広場 (2回目/全2回) 10：00 ～ 11：30 

 小学2年生の算数たいけん広場 (2回目/全2回) 13：00 ～ 15：00 

 ☆新春イケメン寄席  13：00 ～ 15：00 

25 (火)   ☆古文書解読～江戸時代の村の文書を解読します～ (2回目/全4回) 10：00 ～ 12：00 

26  (水)  
 ★悩み解消！パソコンＱ＆Ａ   13：30 ～ 15：00 

 ☆屋嶋城跡を中心とした屋嶋の歴史について 13：30 ～ 15：00 

27 (木)    ☆まなび映画ＣＡＮ⑬「モリのいる場所」 (１3：00開場) 13：30 ～ 15：20 

28  (金)    
 ☆みんなでカブコー 農村歌舞伎祇園座の実演と体験 10：30 ～ 12：00 

 ☆スローエクササイズ～軽運動でイキイキ快適生活～ (3回目/全3回) 13：30 ～ 15：00 

29 

 ☆１６ミリフィルム上映会①トム・ソーヤの冒険～トムとハックと豚騒動～ 1１：00 ～ 1１：27 

(土)    ☆失敗事例に学ぶ相続と遺言の基礎知識 13：30 ～ 15：30 

 ☆１６ミリフィルム上映会②はだかの王様 15：40 ～ 16：00 

☆ は、先月号の行事一覧に記載のなかった講座です。 

★悩み解消！パソコンＱ＆Ａ は、いずれか一回のみ受講できます。 



開催日 講座（行事）名 時間 

1 (火)   古文書解読～江戸時代の村の文書を解読します～ (3回目/全4回) 10：00 ～ 12：00 

2 (水)  体験してみよう！はじめての手話 (１回目/全2回) 13：30 ～ 15：30 

3 (木)  写真で振り返る昭和の高松市中央商店街界隈 13：30 ～ 15：00  

4    (金)   ＣＳＲ教室・ふれあい出前講座～身の回りのエネルギー～ 14：00 ～ 15：00  

8 (火)   古文書解読～江戸時代の村の文書を解読します～ 10：00 ～ 12：00 (４回目/全4回) 

9 (水)  体験してみよう！はじめての手話 (2回目/全2回) 13：30 ～ 15：30 

 知っておきたい 身近な贈答作法  10：00 ～ 11：30 10 (木) 

12    (土)  自分だけのクリスタルアートリウムを作ろう！  13：30 ～ 15：30 

15 (火)   和菓子作り体験とお茶を楽しみましょう  13：30 ～ 15：00 

16 (水) 13：30 ～ 15：00  自分の心臓のこと、どのくらい知っていますか？ 

 

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。 



市民の皆様の生活をより豊かにし、暮らしに役立つ様々な講座を開催しています。 

また、子ども教室や映画上映、コンサートなど、楽しいイベントもご用意しております。 

詳しくは、毎月発行のまなびＣＡＮ情報誌「まなびかんづめ」や、各種チラシも 

ご用意しておりますので、そちらをご覧ください。 

高松市生涯学習センター（まなびＣＡＮ）は、市民の皆様の生涯学習に役立

つ様々な講座を開催するほか、ピアノ発表会や研修会などへの貸館もおこ

なっています。 

◇各種講座・イベントなど◇ 

◇貸館事業◇ 

研修室や多目的ホール、実習室、和室など、それぞれの用途にあった施設の貸し出しを

行っています。料金や予約状況など、お電話でお問い合わせいただくか、またはホーム

ページをご覧ください。 

※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。 

 

多目的ホール…イベント等     和室…茶華道等 

大研修室、小研修室…研修会等   ＯＡ実習室…ＯＡ実習等 

視聴覚室…視聴覚学習等      実習室…クラフト等 

音楽室…音楽練習等        市民ギャラリー…展示用 

高松市生涯学習センター 

施 設 

 

◆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 


