
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。 

2021年３月号 

№２１３ 

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） 
★この他にも様々な講座や催し物を予定しております。 
 まなびかんづめの行事一覧をご覧ください。 
 

 
✿日 時…３月１１日・１８日・２５日（全３回） 

    いずれも木曜日の午後１時３０分～３時３０分 

✿内 容…日常生活で役立つ書を筆ペンで書きましょう。 

     慶弔表書き、住所や名前、手紙や葉書など、美しくバランスよく 

     書くコツをお伝えします。 

✿講 師…安藝 恵津子さん（書道講師）✿定 員…申込先着１６人   

✿受講料…１，５００円（全３回）✿材料費…１００円（半紙代、全３回） 

✿持参物…筆ペン（中字用）、文鎮（ペーパーウェイトでも可） 

 

 

実用の書 ～楽しみながら書に親しもう～ 



 

☆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♪ 

 

贈与税の基礎知識とその活用方法 

✿日 時…３月１３日（土）午後１時３０分～３時３０分 

✿内 容…贈与税の計算方法と相続税の節税につながる活用方法を 

     わかりやすく解説します。 

✿講 師…田中 標さん（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７０人  ✿持参物…筆記用具 

 ✿日 時…３月１４日（日）Ⅲ 午前１０時～１１時３０分 

             Ⅳ 午後１時３０分～３時 

✿内 容…栗林公園について考えたことをお話します。 

     平成３１年３月に開催した「特別名勝栗林公園 

     魅力再発見！Ⅰ・Ⅱ」の継続講座です。 

✿講 師…藤井 雄三さん（高松短期大学秘書科准教授） 

✿定 員…申込先着各回３０人  ✿持参物…筆記用具 

 

特別名勝栗林公園 魅力再発見！Ⅲ・Ⅳ 

 
✿日 時…３月１７日（水）午後１時３０分～２時３０分 

✿内 容…かかりつけ薬剤師・薬局をもちましょう。 

     薬と正しく付き合うには。 

✿講 師…高島 望さん（香川県薬剤師会理事・薬剤師） 

✿定 員…申込先着３０人  ✿持参物…筆記用具   

 

かかりつけ薬剤師・薬局をもちましょう 



 
✿日 時…３月１９日（金）午前１０時～１１時３０分 

✿内 容…しょうゆ豆は、乾燥したそら豆を焙烙かフライパンで煎り、砂糖、醤油、 

     唐辛子、水で作る調味液に一晩つけこみ、甘辛い味をしみこませた 

     全国的にも珍しい郷土料理です。しょうゆ豆とそら豆にまつわる 

     食文化を楽しみましょう。 

✿講 師…川染 節江さん（元香川県明善短期大学学長） 

✿定 員…申込先着３０人  ✿受講料…５００円 

✿持参物…筆記用具 

 
✿日 時…３月２６日（金）午前１０時～１１時３０分 

✿内 容…香川の伝統工芸「組手(くで)障子」の技法を用いて、 

     箸置(２個)を作ります。木と木が隙間なくぴたりと 

     組み合わさる感覚をぜひ味わってみませんか？ 

✿講 師…網 一郎さん（組手障子職人） 

✿定 員…申込先着１６人  ✿受講料…５００円  

✿材料費…１，５００円  ✿持参物…筆記用具 

「組手(くで)障子」の技法で作る組手箸置き 

おやこヨガでコミュニケーション 

 
✿日 時…３月２７日（土）午前１０時３０分～１１時４５分 

✿内 容…おうちでできるふれあい遊びやパートナーポーズで心と体をほぐしましょう。     

     背中で呼吸を感じてリラックス。親子のコミュニケーションタイムです。 

     四国新聞「やってみよう！キッズヨガ」連載中  

     ※動きやすい服装でお越しください。  

✿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＆English-主宰） 

✿定 員…申込先着７組（小学生とその保護者） 

✿受講料…５００円  ✿持参物…飲み物、汗拭き用タオル 

 

 さぬきの食文化を楽しむ ～しょうゆ豆～ 



開催日 講座（行事）名 時間 

 2(火)                やさしい３Ｂ体操（ロコモ予防） (２回目/全3回) 13：30 ～ 15：00 

 11(木)                ★実用の書 ～楽しみながら書に親しもう～ (１回目/全3回) 13：30 ～ 15：30 

 12(金)                ＣＳＲ教室 自分史活用講座 ～想い出を語ろう～ 13：00 ～ 15：30 

 13(土)                ★贈与税の基礎知識とその活用方法 13：30 ～ 15：30 

 14(日)                
 ★特別名勝栗林公園 魅力再発見！Ⅲ 10：00 ～ 11：30 

 ★特別名勝栗林公園 魅力再発見！Ⅳ 13：30 ～ 15：00 

 16(火)                やさしい３Ｂ体操（ロコモ予防） (3回目/全3回) 13：30 ～ 15：00 

 17(水)                ★かかりつけ薬剤師・薬局をもちましょう   13：30 ～ 14：30 

 18(木)               
 ★実用の書 ～楽しみながら書に親しもう～ (2回目/全3回) 13：30 ～ 15：30 

 ★まなび映画ＣＡＮ１２ 陽光桜 ※開場13：00 13：30 ～ 15：30 

19(木)                 ★さぬきの食文化を楽しむ ～しょうゆ豆～  10：00 ～ 11：30 

 25(木)    ★実用の書 ～楽しみながら書に親しもう～ (3回目/全3回) 13：30 ～ 15：30 

26(金)     ★「組手(くで)障子」の技法で作る組手箸置き  10：00 ～ 11：30 

 ★おやこヨガでコミュニケーション  １０：30 ～ 1１：45 27(土) 

★ は、先月号の行事一覧に記載のなかった講座です。 

１階・エントランスホールのご案内  

        ✿三谷コミュニティセンター墨彩画・書道同好会作品展

       展示期間…３月９日(火)～２１日（日）  

             

 
   

       ✿瀬戸内海国立公園パネル展  

   展示期間…３月２１日（日）まで 
   主催…高松市教育委員会 

      環境省中国四国地方環境事務所四国事務所 

     

                            ✿入場料…無料 ※月曜日は休館日                

３階・市民ギャラリーのご案内  



高松市生涯学習センター

高松市生涯学習センター(まなびCAN)は、市民皆様の生涯学習に

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に

貸館もおこなっています。

これからも、まなびＣＡＮを
よろしくお願いします！

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

ＨＰアドレス： http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/2454.html

Ｅ メ ー ル： can@city.takamatsu.lg.jp

※Ｅメールで講座情報の配信もおこなっております。

受付カウンターにてお申し込みください。

生涯学習のマスコット
“マナビィ”

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。

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

市民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の情報誌「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。

施設



◆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 

 

 

  

                                               
 
 

                                                陽 光 桜 

 
 

    ✿上映日…３月１８日（木）午後１時３０分～３時３０分（開場:午後１時） 

   ✿内 容…終戦から７０余年ー奇跡の桜に秘められた、深い哀しみの実話。 

       知られざる偉人、高岡正明。 

             彼の強い信念の裏には、心に秘め続けたある＜決意＞があった。 

            “陽光桜”を生み出した男の笑いと涙に溢れた真実の物語。 

            出演：笹野 高史、的場 浩司、宮本 真希、津川 雅彦ほか 

   ✿定 員…当日先着１００人    

  ✿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。 
        午後０時３０分から入場整理券を配布します。  

まなび映画ＣＡＮ 1２ 

 

 

  

 

 

 

        

          ✿上 映 日…３月２６日（金）①午前１１時～ ②午後２時～ 

  ✿上映作品…①はなさかじいさん（１０分） 

        ②ミッキーマウスのキャンピングカー（９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 


