
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３月号 

№２２５ 

★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 

                   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   



 

ＣＳＲ教室 

度重なる自然災害への備え 
－保険の有効性とハザードマップの活用－ 

最近よく見る『ＳＤＧｓ』 

ってなあに？ 

●日 時…３月１６日（水） 

     午後１時３０分～３時 

●講 師…橋田 行子さん（高松市消費者 

       団体連絡協議会会長） 

●定 員…申込先着１５人 

●受講料…５００円 

●持参物…筆記用具 

※参加者にはＳＤＧｓバッジを 

  プレゼント！ 

カードを用いてＳＤＧｓ（持続可能な開発目 

標）の理解を深める講座です。 

ゲーム感覚で楽しくＳＤＧｓを学べます。 

●日 時…３月１７日（木） 

         午後１時３０分～３時 

●講 師…及川 清志さん（（一社）日本         

     損害保険協会四国支部事務局長） 

●定 員…申込先着４５人 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具 

度重なる自然災害の備えとして、見落と

しがちな保険やハザードマップの活用法

などを学ぶ講座です。 

受付開始…３月１日（火）午前９時 受付開始…３月１日（火）午前９時 

 

ＣＳＲ教室 

子どものための哲学対話 
身近な「なぜ？」について、思ったことや

考えたことを、みんなで自由に話し合いま

す。みんなでじっくり考え、話し合いをし

ていくことで、「考える力」「伝える力」

「違いを受け入れ思いやる力」を養ってい

きます。 

●日 時…３月２６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 

●材料費…３５０円 

●持参物…筆記用具 

受付開始…３月１日（火）午前９時 

楽しいＺＵＭＢＡ（ズンバ）！ 

～ラテン音楽とダンスの融合フィットネス～ 

●日 時…３月２３日（水） 

     午後１時３０分～２時３０分 

●講 師…柿下 真由美さん 

     （独立行政法人地域医療機能推進   

      機構りつりん病院） 

●定 員…申込先着１５人 

●受講料…無料 

●持参物…上履き（運動ができるもの）、 

      タオル、飲み物 

 ※動きやすい服装でお越しください。   

ラテンのリズムに合わせて、楽しく体を

動かしてみませんか？Ｚｕｍｂａで健康

と美しさを一緒に手に入れましょう！ 

受付開始…３月１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♪ 

 

 

三谷コミュニティセンター    
 書道・墨彩画作品展 

●展示期間…３月 ８日（火）から 

      ３月２１日（月・祝）まで 

●入場料…無料 

●展示場所…１階エントランスホール 

※月曜日は休館日 

（ただし、休日の場合は、その後

の最も近い休日でない日） 

館内展示のご案内 

ＩＴ講座 オンライン支援講座 

●日 時…３月１６日（水） 

     午後１時～２時３０分 

●講 師…山地 武さん 

     （ｅ－とぴあ・かがわ） 

●定 員…申込先着１０人 

●受講料…無料 

●持参物…筆記用具・パソコンまたは 

     スマホ、タブレット 

      ※まなびＣＡＮのパソコンを使用する   

       こともできます。  

センター特別講座「鉄道で巡る名画の旅～

ヨーロッパ編～」（３月１８日開催）をオ

ンラインで受けるための支援講座です。 

受付開始…３月１日（火）午前９時 

 

センター特別講座 

鉄道で巡る名画の旅 
～ヨーロッパ編～ 

●日 時…３月１８日（金） 

         午後１時３０分～３時 

●講 師…長尾 敦史さん 

         （香川大学地域連携・生涯学習 

      センター特命講師） 

●定 員…申込先着会場３０人 ＷＥＢ３０人 

●受講料…無料 

架空の鉄道の旅を楽しみつつ、名画鑑賞をし、
いつか旅する時の予行演習をしませんか?      
※本講座は、ＷＥＢ会議システム「Ｚｏｏｍ」
を利用し、オンライン上で開催します。まなび
ＣＡＮ会場での参加もできます。ＷＥＢの申込
みは右に記載のＱＲコードから。 

受付開始…３月１日（火）午前９時 



 

 

  
         

 

     

まなび映画ＣＡＮ ⑯ 

 

    ✿上映日…３月４日（金）午後６時３０分～８時４５分（開場 午後６時） 

  ✿内 容…世界中を温かな感動で包んだ２００８年ＮＯ．１の名作。 

      監督：滝田 洋二郎 出演：本木 雅弘、広末 涼子、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。 

「おくりびと」 

 ・第８１回アカデミー賞外国語映画賞受賞                              

・第３２回日本アカデミー賞１３部門優秀賞受賞 

 

 

  
         

 

     

まなび映画ＣＡＮ ⑰ 

 

    ✿上映日…３月２４日（木）午後１時３０分～３時２０分（開場 午後１時） 

  ✿内 容…カンヌ映画祭が、そして世界中が感動に震えた！ 

      「萌の朱雀」の河瀬直美監督が描く、心ゆさぶる命の物語。 

      監督：河瀬 直美 出演：尾野 真千子、うだ しげき、渡辺 真紀子、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。 

殯
モガリ

の森 

・第６０回カンヌ国際映画祭グランプリ受賞 

 

 

  

 

 

 

    ✿上 映 日…３月２６日（土）  ①午前１１時～ ②午後３時～ 

  ✿上映作品…①おじいさんと不思議なおくりもの（約１６分） 

        ②セロ弾きのゴーシュ（約２０分）      

   ✿入 場 料…無料  

  ✿場  所…生涯学習センター２階 小研修室  ※観覧希望者は、当日直接会場へ。 

１６ミリフィルム上映会 

開催中止 



開催日 講座（行事）名 時間 

1    (火)  やさしい3Ｂ体操  13：30 ～ 15：00 

2     (水)   心の健康について～ストレスとの上手な付き合い方～  13：30 ～ 15：00 

3    (木)   心が楽になる アンガーマネジメント講座  10：30 ～ 11：30 

4  (金)   

 のびのび元気体操体験会 13：30 ～ 15：00 

 やさしいエアロ～音楽に合わせて簡単な動きを楽しみながらの有酸素運動～ 13：30 ～ 14：30 

 ☆まなび映画ＣＡＮ⑯「おくりびと」  18：30 ～ 20：45 

8   (火)  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  13：30 ～ 15：00 

9   (水)  人生１００年時代の食べ物  10：00 ～ 11：30 

12   (土)  家計の管理について考える  13：30 ～ 15：30 

15    (火)  やさしい3Ｂ体操  13：30 ～ 15：00 

16 (水)  

 ☆ＩＴ講座 オンライン支援講座  13：00 ～ 14：30 

 ☆最近よく見る『ＳＤＧｓ』ってなあに？  13：30 ～ 15：00 

17     (木)  
 ☆ＣＳＲ教室 度重なる自然災害への備え 

 －保険の有効性とハザードマップの活用－ 
 13：30 ～ 15：00 

18  (金)   ☆鉄道で巡る名画の旅～ヨーロッパ編～ 13：30 ～ 15：00 

23     (水)   ☆楽しいＺＵＭＢＡ（ズンバ）！ 13：30 ～ 14：30 

24 (木) 
 ☆まなび映画ＣＡＮ⑰「 殯

モガリ

の森」 (１3：00開場) 13：30 ～ 15：20 

26   (土)  

 ☆16ミリフィルム上映会①「おじいさんと不思議なおくりもの」 11：00 ～ 11：16 

 ☆ＣＳＲ教室 子どものための哲学対話 13：30 ～ 15：00 

 ☆第２２回 朗読とピアノによるおはなしコンサート 13：30 ～ 15：30 

 ☆16ミリフィルム上映会②「セロ弾きのゴーシュ」 15：00 ～ 15：20 

☆ は、先月号の行事一覧に記載のなかった講座です。 

中止 

中止 

中止 

中止 

中止 

中止 

中止 



 

第２２回 朗読とピアノによる 

          おはなしコンサート                      

    ☆詩の朗読 北原白秋の世界 

         ☆ピアノ   ミュージック・リラクゼーション                        

         ☆朗読     『十六歳の日記』・『伊豆の踊子』 

   高松市生涯学習センター等運営協議会公募委員の募集 
 

  【応 募 資 格】 市内在住又は通勤・通学している２０歳以上（５月１日現在）の方で、平日の昼間に会議 

           （年２回程度）に出席できる方 （高松市議会議員及び高松市職員並びに既に本市の４機関 

           以上の附属機関等の委員になっている方を除く）  

  【募 集 人 数】 ２人程度 

  【任       期】 令和４年５月１日～令和６年４月３０日 

  【報    酬】 高松市の条例の規定に基づき支給しますが、交通費は支給されません。 

  【募集 期 間】 令和４年３月１日（火）～３月３１日（木） 

  【応 募 方 法】 所定の応募用紙に必要事項を記入の上、高松市生涯学習センターに直接持参、郵送（締切日 

          必着）、ＦＡＸ又はＥメールで提出してください。 

  【応 募 用 紙】 生涯学習センター、生涯学習課（市役所１０階）、各総合センター・支所・出張所にあります。 

                     また、高松市のホームページからもダウンロードできます。 

           ホームページアドレス  

          http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kosodate/shougai_gakushu/manabican/index.html   

 

                               ≪問い合わせ・提出先≫   

                             〒760-0040  

                           高松市片原町１１番地１ 高松市生涯学習センター 

                           「生涯学習センター等運営協議会公募委員募集」 担当者宛 

                               ＴＥＬ：087-8１1-6222  ＦＡＸ：087-821-8022 

                            Ｅメールアドレス：ｃａｎ＠ｃｉｔｙ.ｔａｋａｍａｔｓｕ.ｌｇ.ｊｐ 

 

    ✿上映日…３月２６日（土）午後１時３０分～３時３０分 

  ✿定 員…当日先着１５０人  ✿入場料…無料   

 ✿会 場…生涯学習センター ３階 多目的ホール 

 ※入場希望者は当日直接会場へ。 


