
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！ 

 
      

  現在のところ、様々な新型コロナウィルス感染予防対策が継続されています。 

本市の主催するイベント・行事等の開催につきましては、国の動向や感染者の増減状況 

などを踏まえ、中止又は延期、規模を縮小しての開催等をさせていただく場合が 

ございます。また、開催する際には、発熱等の症状がある方への参加自粛要請 

及び参加者にはマスクの着用のお願い等の感染防止対策を行います。 

  利用者の皆様には、 
    御理解と御協力をいただきますようお願いいたします。 

2020年10月号 

№２０８ 

まなびＣＡＮからのお知らせ 

 

 

★受講料・材料費等の表示がない講座は無料です。 
★申込・問合せ先に指定のない講座については、 
 お電話又はご来館にてまなびＣＡＮへ、 
 お申し込み・お問い合せください。☎（８１１－６２２２） 

 

ＣＳＲ教室 終活セミナー 

✿日 時…①１０月７日（水）②１４日（水）③３０日（金）（全３回） 

    いずれも午後１時３０分～３時３０分 

✿内 容…終末期の医療・延命措置、看取り等について、家族を交え、医師・本人と 
     話し合う人生会議（ACP)をどのようにすれば良いか提案します。 
     ①withコロナ時代と人生会議（ACP） 
     ②健康な時から始める人生会議（ACP) 

     ③食べられなくなったらどうします？人生会議（ACP)について考えよう 

✿講 師…①西口 潤さん（あさひクリニック院長） 
     ②片山 陽子さん 
     （香川県立保健医療大学保健医療学部看護科在宅看護学教授） 
     ③会田 薫子さん 

     （東京大学大学院人文社会系研究科応用倫理センター特任教授） 

✿定 員…申込先着３０人   ✿持参物…筆記用具 



 ✿日 時…１０月１３日（火）午前１０時～正午 

✿内 容…相続・遺産分割の基本と、今日からできる具体的対策セミナーです。 

✿講 師…前川 毅さん（ジブラルタ生命マーケティングディレクター） 

✿定 員…申込先着３０人  ✿持参物…筆記用具 

ＣＳＲ教室 ファイナンスセミナー「思いを託して」 
 ～託す・託される前に出来る大切なこと～ 

 

初心者のための一眼レフカメラの楽しみ方 

✿日 時…①１０月８日 ②１５日（全２回） 

    いずれも木曜日の午前１０時～１１時３０分 

✿内 容…一眼レフカメラの仕組みを知って「いつもと違う写真」を撮影する 
     コツをプロのカメラマンが伝授します。 
     ①誰でも簡単に撮影するコツ 
     ②旅先での撮影のコツ 
      撮影場所は玉藻公園を予定しています。 
      ※天候によっては変更の可能性があります。 

✿講 師…池田 知英さん（フォトスタジオフレンズ代表） 

✿定 員…申込先着１０人   

✿受講料…１，０００円（全２回） 

     ※②は入園料２００円が別途必要 

✿持参物…一眼レフカメラ（ミラーレスでもＯＫ）、筆記用具、マスク 

 
✿日 時…１０月１４日・２１日・２８日、１１月４日・１１日・１８日・ 
     ２５日、１２月２日（全８回） 
     いずれも水曜日の午後１時３０分～３時３０分 

✿内 容…各ソフトを使って、便利で役に立つコツを説明します。 
     ○年賀状や名刺・チラシ・ポスターなど、きれいな印刷物を 
      作るため、ワードを活用します。 
     ○医療費控除の明細・健康管理記録・経費表・万年 
      カレンダーなど、簡単で便利なアプリの紹介。 

✿講 師…山下 卷太さん（有限会社デジタル・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） 

まなびＣＡＮ・ＩＴ講座 初心者のためのワード＆エクセル 

http://2.bp.blogspot.com/-M3_6QbbVn3w/UsZssI0tczI/AAAAAAAAcpA/UmElX_ToM8w/s800/mark_syoshinsya.png


 
✿日 時…１０月１５日、１１月１２日（全２回） 

     いずれも木曜日の午前１０時～正午 

✿内 容…サイコロや積み木、色板パズルなどの指先を使った考える遊びで 

     「脳トレ」をしよう。指先を使い、頭でいろいろと考えることで、 

     心身ともにリフレッシュしよう。さあ～、トレーニングだ！！！ 

✿講 師…眞田 淳子さん  

✿定 員…申込先着１０人  

✿材料費…各回５００円  ✿持参物…筆記用具 

大人のさんすう脳トレ 

 
✿日 時…１０月１７日（土）午後１時３０分～３時 

✿内 容…軽度な不調は自分で対処できるように、つぼ押しや台座灸を使った 

     セルフメンテナンス法をレクチャーします。 

     ※ひじ、ひざが出しやすく動きやすい服装でお越しください。 

✿講 師…松本 武司さん（日本セルフお灸協会鍼灸師） 

✿定 員…申込先着１４人  

✿資料代…５００円   

ＣＳＲ教室 心と身体を整えるツボ講座 

 
✿日 時…１０月２０日（火）午後１時３０分～３時 

✿内 容…太古の昔、帝の皇子とその甥が讃岐に降り立ち、郷土の基礎を 

     築いた。それが神櫛王（かんぐし王）と讃留霊王（さるれ王） 

     である。そして、彼ら波乱万丈の国造りは代々に受け継がれ、 

     今も継続しているのだ。 

✿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 

✿持参物…筆記用具 

歴史に学ぶ人生の知恵２  
讃岐のあけぼの ～古代からの讃岐～ 



 
✿日 時…１０月２２日（木）午前１０時～１１時３０分 

✿内 容…来年の干支（丑）を色紙に作ります。手漉き和紙の風合いと 

     美しい色彩を生かしたもの作り体験ができます。指先を使って 

     和紙をちぎりますので脳の活性化を促す利点もあります。 

     ※道具はこちらで準備いたします。 

✿講 師…石川 清子さん（和紙ちぎり絵講師） 

✿定 員…申込先着１６人  

✿受講料…５００円 ✿材料費…１，３２０円 

和紙ちぎり絵教室 ～来年の干支(丑)～ 

 
✿日 時…①１０月２２日②１１月５日③１９日（全３回） 

     いずれも木曜日の午後１時３０分～３時３０分 

✿内 容…①「高松城下図」を読み解く 
     ②江戸時代の港町北浜・東浜をあるく 
     ③生駒時代城下町の南端をたどる－旧四番丁付近－ 
     ※②③は約３㎞を歩きます。歩きやすい服装でご参加ください。 

✿講 師…田中 健二さん（香川大学名誉教授） 

✿定 員…申込先着２０人  

✿受講料…１，５００円（全３回） 

✿持参物…筆記用具 

高松城下図の世界を歩く 

 
✿日 時…１０月２２日（木）午後１時３０分～４時  

✿内 容…使わなくなった紙でかごを作り、楽しみながらリサイクルの推進に 
     ついて理解を深めます。 

✿講 師…好井 智子さん（かがわ自然観察会） 

✿定 員…申込先着１０人   

✿材料費…５００円 

✿持参物…鉛筆、はさみ、洗濯ばさみ（２０個）、 

     木工用ボンド 

紙バンドを使ったかご作り 

申込締切 

 １０月１５日（木） 

 午後４時 

受付期間 

 １０月２日（金）午前９時～
１５日（木）午後４時 



 
✿日 時…１０月３１日、１１月２８日、１２月１９日、１月２３日（全４回） 

    いずれも土曜日の午後１時３０分～３時３０分 

✿内 容…２０２０年の１０月に帰還予定の宇宙船「はやぶさ２」の話を中心として、 

     宇宙の話のあれこれをみんなで話し合っていく講座です。 

✿講 師…かがわ宇宙教育推進協議会（会長 伊藤 寛さん） 

✿定 員…申込先着１４人（小学５年生以上） 

✿材料費…各回１００円  ✿持参物…筆記用具 

 

布から「ぞうり」作り講座 

✿日 時…１０月２９日（木）午後１時～３時３０分 

✿内 容…使わなくなったＴシャツや布のはぎれで、布ぞうりを作りましょう。 

     ※当日は両足分を作ります。 

      足の指を使う工程がありますのでズボン等でお越しください。 

✿講  師…高松市消費者団体連絡協議会 

✿定  員…申込先着２０人   ✿材料費…１人１００円  

✿持参物…●布（使わなくなったＴシャツ又は布のはぎれ） 

      ・Ｔシャツの場合…Ｔシャツ５枚分を幅８cmの輪に切っておく 

      ・はぎれの場合…幅８cm×長さ１．５ｍの布を１２本 

      ※アクリル製の布（フリースなど）は、使用できません。 

     ●洗たくばさみ５個 ●裁ちばさみ１本 

受付期間 

 １０月１日（木）午前９時～ 

20日（火）午後４時 

宇宙講座「はやぶさ２が還ってくる」 

 

身近な科学の不思議を体験しよう 

 ✿日 時…１１月５日・１９日（全２回） 

    いずれも木曜日の午前１０時～１１時３０分 

✿内 容…私たちの身近に科学の不思議を体験することあります。 
     時には、危険に身をさらされる場合もあります。 
     身近な科学の扉を開いて、体験したり、実験したり、 

     確かめたりして、楽しく学んでみませんか。 

✿講 師…水野 忠彦さん（元私立幼稚園・県立高校勤務） 

✿定 員…申込先着１６人（成人対象）  

✿受講料…１，０００円（全２回）  ✿持参物…筆記用具 



  子ども＆親子向け講座 

 

Ｊａｖａ(ジャバ)を使った子どもパソコン教室  

✿日 時…１０月１７日・３１日、１１月２１日・２８日（全４回） 

     いずれも火曜日の午前１０時～正午  

✿内 容…ブロックくずしゲーム、テトリスゲームを改造しよう！ 
     Javaは標準的なプログラム開発言語！ 
     将来はプログラム作成ができるようになろう！ 
     フローチャートもかけるよ！ 
     ※１回だけの受講でも概略をつかめますので、お気軽に 
      ご参加ください。 
      自分のパソコンを持ち込んで、ジャバのシステム、 

      プログラム等を保存して、自宅で自習できます。 

✿講 師…毛利 恭一郎さん、笠井 一さん   

✿定 員…申込先着１０人（小学４年生～中学生）  ✿材料費…５００円（全４回） 

 

 

 

  

                                               
 
 

                                           グリーンブック 
 

   ✿上映日…１０月２９日（木）午後１時３０分～３時３０分（開場:午後１時） 

  ✿内 容…異なる世界に住む二人（黒人ピアニストと用心棒）の壮大なズレに笑い、 
      ツアーの本当の目的に胸を熱くし、極上のラストにスタンディングオベ 
      ーションを贈らずにはいられない、痛快で爽快、驚きと感動の実話  
      ２０１８年度アカデミー賞３部門（作品賞、助演男優賞、脚本賞） 
      監督：ピーター・ファレリー 
      出演：ヴィゴ・モーテンセン、マハ－シャラ・アリー、 

         リンダ・カーデリーニ ほか  

  ✿定 員…当日先着７０人    

 ✿入場料…無料（ 午後０時３０分から入場整理券を配布）         

      ※観覧希望者は当日直接会場へお越しください。  

まなび映画ＣＡＮ ７ 

 

１階・エントランスホールのご案内  

✿多肥コミュニティセンター墨彩画同好会作品展

 展示期間…１０月６日(火)～１８日(日)  

       ✿入場料…無料 ※月曜日は休館   



開催日 講座（行事）名 時間 

 2(金)   
   民俗への招待「さぬきのむかし語り２」 10：00 ～ 11：30 

 作法の極意 ～新しい生活様式を取り入れた冠婚葬祭のマナー～ (1回目/全3回) 10：00 ～ 11：30 

 3(土)                      
   はじめての英会話 ～あなたも始めませんか？～ (1回目/全4回) 10：00 ～ 11：00 

   小学１年生の算数たいけん教室  13：30 ～ 15：00 

4 (日)  歴史講演会「邪馬台国はどこか？ 九州説、畿内説を検証する」 13：00 ～ 1５：00 

 7(水)       
  ＩＴ講座 いくつからでも始められる初心者のパソコン講座 (5回目/全5回) 13：30 ～ 15：30 

 ★【ＣＳＲ教室】終活セミナー (1回目/全3回) 13：30 ～ 15：30 

   8(木)             ★初心者のための一眼レフカメラの楽しみ方 (1回目/全2回) 10：00 ～ 11：30 

 9(金)            
   高松大学･高松短期大学公開講座  生きる楽しさ・むつかしさ  (1回目/全4回) 10：00 ～ 11：30 

 作法の極意 ～新しい生活様式を取り入れた冠婚葬祭のマナー～ (2回目/全3回) 10：00 ～ 11：30 

  10(土)    
   はじめての英会話 ～あなたも始めませんか？～ (2回目/全4回) 10：00 ～ 11：00 

   はじめてのハワイアンダンス １曲完全マスター (３回目/全3回) 10：00 ～ 11：30 

 13(火)    ★【ＣＳＲ教室】ファイナンスセミナー 思いを託して  10：00 ～ 12：00 

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

 ★【ＣＳＲ教室】終活セミナー (2回目/全3回) 13：30 ～ 15：30 

15(木)      
 ★初心者のための一眼レフカメラの楽しみ方 (2回目/全2回) 10：00 ～ 11：30 

 ★大人のさんすう脳トレ (1回目/全2回) 10：00 ～ 12：00 

16(金)   
   高松大学･高松短期大学公開講座 生きる楽しさ・むつかしさ  (2回目/全4回) 10：00 ～ 11：30 

 作法の極意 ～新しい生活様式を取り入れた冠婚葬祭のマナー～ (3回目/全3回) 10：00 ～ 11：30 

17(土)   

   はじめての英会話 ～あなたも始めませんか？～ (3回目/全4回) 10：00 ～ 11：00 

 ★【子ども教室】Javaを使った子どもパソコン教室 (1回目/全4回) 10：00 ～ 12：00 

 ★心と身体を整えるツボ講座  13：30 ～ 15：00 

20(火)    ★歴史に学ぶ人生の知恵２ 讃岐のあけぼの ～古代からの讃岐～  13：30 ～ 15：00 

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

22(木)    

 ★和紙ちぎり絵教室 ～来年の干支（丑）～  10：00 ～ 11：30 

 ★高松城下図の世界を歩く (1回目/全3回) 13：30 ～ 15：30 

 ★紙バンドを使ったかご作り  13：30 ～ 16：00 

23(金)      高松大学･高松短期大学公開講座 生きる楽しさ・むつかしさ  (3回目/全4回) 10：00 ～ 11：30 

24(土)     はじめての英会話 ～あなたも始めませんか？～ (4回目/全4回) 10：00 ～ 11：00 

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

29(木)   
 ★まなび映画ＣＡＮ７ グリーンブック ※13：00開場 13：30 ～ 15：45 

 ★布から「ぞうり」作り講座  13：00 ～ 15：30 

30(金)      
   高松大学･高松短期大学公開講座 生きる楽しさ・むつかしさ  (4回目/全4回) 10：00 ～ 11：30 

 ★【ＣＳＲ教室】終活セミナー (3回目/全3回) 13：30 ～ 15：30 

 ★【子ども教室】Javaを使った子どもパソコン教室 (2回目/全4回) 10：00 ～ 12：00 
31(土)      

 ★宇宙講座「はやぶさ２が還ってくる」 (1回目/全4回) 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 

 4(水)     ＩＴ講座 初心者のためのワード＆エクセル (4回目/全8回) 13：30 ～ 15：30 

 5(木)         
  身近な科学の不思議を体験しよう (1回目/全2回) 10：00 ～ 11：30 

  高松城下図の世界を歩く (2回目/全3回) 13：30 ～ 15：30 

 11(水)             ＩＴ講座 初心者のためのワード＆エクセル (5回目/全8回) 13：30 ～ 15：30 

 12(木)               大人のさんすう脳トレ (2回目/全2回) 10：00 ～ 12：00 

 18(水)      ＩＴ講座 初心者のためのワード＆エクセル (6回目/全8回) 13：30 ～ 15：30 

 19(木)   
  身近な科学の不思議を体験しよう (2回目/全2回) 10：00 ～ 11：30 

  高松城下図の世界を歩く (1回目/全3回) 13：30 ～ 15：30 

  21(土)       【子ども教室】Javaを使った子どもパソコン教室 (3回目/全4回) 10：00 ～ 12：00 

 25(水)     ＩＴ講座 初心者のためのワード＆エクセル (7回目/全8回) 13：30 ～ 15：30 

 28(土)         
 【子ども教室】Javaを使った子どもパソコン教室 (4回目/全4回) 10：00 ～ 12：00 

 ★宇宙講座「はやぶさ２が還ってくる」 (2回目/全4回) 13：30 ～ 15：30 

 

 

  

 

 

 

     

       ✿上 映 日…１０月２８日（水）①午前１０時～ ②午後１時～ 

  ✿上映作品…①子ぎつねコンと子だぬきポン（２１分） 

        ②セロ弾きのゴーシュ（２０分）          

   ✿場  所…生涯学習センター２階 視聴覚室 

  ✿入 場 料…無料    

                    観覧希望者は、当日直接会場へお越しください。 

１６ミリフィルム上映会 

◆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 


