
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、国内の広域な地域で新型コロナウィルス感染が続いていることから、   

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６月号 

№２０４ 

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) 

 

面白くて、ためになる朗読講座 －朗読で新しい自分との出会い－ 

✿日 時…①６月１８日 ②２５日 ③７月２日（全３回） 

     いずれも木曜日の午前１０時～正午 

✿内 容…みんなで朗読を楽しみましょう。 

     ①声を出しましょう！  

     ②文章を読みましょう！  

     ③みんなの声を聴いてみましょう！ 

✿講 師…星川 叔子さん（余暇開発士） 

✿定 員…申込先着１４人   ✿受講料…１，５００円（全３回）  



 ✿日 時…７月８日（水）午前１０時～１１時３０分 

✿内 容…便秘を予防するために気をつける事。 

     腸内細菌と免疫力についてお話します。 

✿講 師…藪下 久子さん（特定非営利活動法人 日本成人病予防協会 

     認定香川県健康管理士会 健康管理士一般指導員） 

✿定 員…申込先着３０人   

✿持参物…水分補給用の飲み物 

     筆記用具 

あなたは大丈夫？腸からのお便り受け取っていますか？ 

 
✿日 時…７月１日（水）午前１０時～１１時３０分 

✿内 容…より安心できる生活のために、お金と生活の知恵をご紹介します。 

✿講 師…綾田 亨さん（金融広報アドバイザー） 

✿定 員…申込先着３０人   

✿持参物…筆記用具 

 

大人のためのお金と生活の知恵 

 
✿日 時…７月２日（木）午後１時３０分～３時３０分 

✿内 容…一人ひとりの足型を取り、足裏にかかる力のバランス等を見ます。 

     自分の状態に気付いたら、靴や靴下の見直しをして、 

     現状を悪化させないために足うらっこ体操を行いましょう。 

     ※講座開始前に素足になり足型を取りますので、少し早めに、 

      動きやすい服装でお越しください。 

      開場は午後１時からです。      

✿講 師…池田 陽子さん（健康運動指導士、フットケアポディスト） 

✿定 員…申込先着２０人  

✿受講料…５００円（資料が必要な方は、資料代５０円が別途必要）  

✿持参物…お茶又は水、タオル 

実践！！自分でできる足うらっこ体操    受付開始 

 ６月３日（水） 

  午前９時 



 
✿日 時…７月１１日（土）午後１時３０分～３時３０分 

✿内 容…マイナス金利とは？実質金利で考えよう。主な金融商品の特徴、 

     低金利を乗り切るコツを学ぼう。 

✿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３０人  

✿持参物…筆記用具 

マイナス金利時代の資産防衛術 

 ✿日 時…７月１４日（火）午後１時３０分～３時３０分 

✿内 容…基本の丸つまみでヘアアクセサリー兼ブローチ（２ＷＡＹクリップ付き）を 

     作ろう。完成作品の大きさは縦４㎝×横４㎝ほどになります。 

✿講 師…櫛橋 利恵さん（つまみ細工・華うさぎ） 

✿定 員…申込先着８人   

✿受講料…５００円  

✿材料費…１，３００円 

✿持参物…ピンセット、木工用ボンド、お手拭き又はウェットティシュ 

丸つまみを使ってつまみ細工を体験しよう！ 

 
✿日 時…７月１６日（木）午前１０時～１１時３０分 

✿内 容…身近なスマホカメラを使って「いつもと違う写真」の撮り方のコツを、 

     プロのカメラマンが伝授します。 

     コツを知って、より素敵な写真を撮りましょう。 

✿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…５００円  

✿持参物…スマートフォン、筆記用具 

  受付開始 

 ６月１６日（火） 

午前９時 

いつでも Photo スマホ Life 



 

☆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♪ 

子ども＆親子向け講座 

 
✿日 時…７月４日・１１日・１８日・２５日（全４回） 

     いずれも土曜日の午前１０時～１１時 

✿内 容…ゲームをしながら楽しく英語をおぼえよう！ 

     いろんな国のあいさつや日常会話などが学べるよ。 

✿講 師…Ｇａｕｔａｍ（ガウタム）さん（カナダ人英語講師） 

✿定 員…申込先着１０人（小学４～６年生）  

✿資料代…１００円（全４回） 

キッズ☆イングリッシュ  
～Please do come! Let's have fun!!～ 

 

 
✿日 時…７月１９日（日）午後１時３０分～３時（開場：午後１時） 

✿内 容…マジックショーに、紙芝居、ピアノ弾き語りなど、 

     内容もりだくさんの夏休みに親子で楽しめるびっくりイベントです。 

✿出 演…平池 和昭さん（マジック） 

     まいまい塾ネットワーキングのみなさん（紙芝居） 

     れおんさん（ピアノ弾き語り） 

     人ＫＥＮまもる君、人ＫＥＮあゆみちゃん 

     （バルーン人形） 

✿定 員…申込先着５０人 



 

 

  

 

 

 

    ✿上 映 日…６月２６日（金） ①午前１０時～ ②午後１時～ 

  ✿上映作品…①お天気魔女のいたずら（２９ 分） 

        ②ミッキ―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

 

Ｊａｖａ(ジャバ)を使った子どもパソコン教室  

✿日 時…７月２１日・２８日、８月４日・１８日（全４回） 

     いずれも火曜日の午前１０時～正午  

✿内 容… Java（ジャバ）を使って、ゲームプログラムを改造しよう。 
     ブロックくずしゲームやテトリスゲームを自分用に改造し、 
     家のパソコンで実験できます。 
     Java（ジャバ）は標準的なプログラム開発言語で、みなさんも 
     将来はプログラム作成ができるようになります。 

                ※家のパソコンでも、復習や改造をしてみよう！ 
     ※父兄の方も、どんどん一緒に受講してください。 

     ※自分が改造したゲームを自宅のパソコンで行えます。 

✿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） 

 

 

 

  
         

                                               千の風になって  

 
 

  ✿上映日…６月２５日（木）午後１時３０分～３時２０分(開場:午後１時) 

  ✿内 容…天国へ先立った大切な人へ向け自らの想いを込めて綴った＜天国への手紙＞。 
            逝ってしまった大切な人へ贈る、心からのメッセージ。 
      死と前向きに向き合う３話オムニバスの感動的な人生ドラマ。 
      脚本・監督：金 秀吉 脚本協力：新井 満  

      出演：西山 繭子、伊藤 高史、南 果歩、綿引 勝彦ほか 

  ✿定 員…当日先着５０人   ✿入場料…無料              

              ※観覧希望者は当日直接会場へ。 

まなび映画ＣＡＮ ２ 



開催日 講座（行事）名 時間 

 ２(火)   
  老後の資金を守ろう 悪質商法の手口と対策 
 －あの人は、こうしてだまされた！！－ (1回目/全２回) 13：30 ～ 15：00 

 3(水)     【ＣＳＲ教室】外貨活用講座 ～なぜ外貨を持つの？～ 19：00 ～ 20：00 

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

  5(金)  
  姿勢改善！ピラティストレーニング講座 (1回目/全4回) 13：00 ～ 14：30 

  捨てることから始めよう！整理収納の工夫術  13：30 ～ 15：00 

 ６(土)    【子ども教室】楽しいキッズ体力アップ教室①  14：00 ～ 1５：０0 

  9(火)    
  老後の資金を守ろう 悪質商法の手口と対策 
 －あの人は、こうしてだまされた！！－ (2回目/全２回) 13：30 ～ 15：00 

12 (金)   姿勢改善！ピラティストレーニング講座 (2回目/全4回) 13：00 ～ 14：30 

 13(土)    【子ども教室】楽しいキッズ体力アップ教室②  14：00 ～ 1５：０0 

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

18 (木)   ★面白くて、ためになる朗読講座  (1回目/全３回) 10：00 ～ 12：00 

19 (金)   姿勢改善！ピラティストレーニング講座 (3回目/全4回) 13：00 ～ 14：30 

20 (土)   【ＣＳＲ教室】心と身体を整えるツボ講座  13：30 ～ 15：00 

  ★面白くて、ためになる朗読講座  (2回目/全３回) 10：00 ～ 12：00 

25(木)  
  ★まなび映画CAN③ 千の風になって                  ※13:00開場 13：30 ～ 1５：20 

26 (金)   姿勢改善！ピラティストレーニング講座 (4回目/全4回) 13：00 ～ 14：30 

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

   

                

               まなびCANが…さらに便利にご利用いただけます！ 

     

         日頃は、高松市生涯学習センター・まなびCANをご利用いただきまして、誠にありがとう 

  ございます。 

   この度、当館では、皆さまがさらに便利に利用できるよう、１時間単位での使用料金を導入 

  しました。ご利用いただける８室のうち、｢小研修室｣「和室」｢実習室｣「音楽室」｢視聴覚室｣ 

  の５室については、１時間からのご利用が可能になりました。 

  

  ●適用開始日 令和２年９月１日利用分から 
        ※利用開始日の属する月の５か月前の初日から利用申し込みができます。 

 ●お問い合わせ  

    詳しくは、高松市生涯学習センター ☎０８７－８１１－６２２２ へ。 

★ は、先月号の行事一覧に記載のなかった講座です。 

開催中止 

開催中止 

開催中止 

開催中止 

開催中止 

開催中止 

開催中止 

開催中止 



 

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。 

   
    

 

          ＜特典＞  通常ポイント（１００円につき１ポイント(１円分））のほか、 

    同日中に、条件①ことでんの電車・バスにＩｒｕＣａを利用し乗車 

         条件②生涯学習センター使用料をＩｒｕＣａで決済すると… 

   １８０ポイント(１８０円分）をプレゼント！します。(１日１回限り） 

 

    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。 

開催日 講座（行事）名 時間 

１ (水)   大人のためのお金と生活の知恵  10：00 ～ 1１：30 

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

  実践！！自分でできる足うらっこ体操  13：30 ～ 1５：３0 

 4(土)       キッズ☆イングリッシュ～Please do come! Let`s have fun!!～         (1回目/全4回) 10：00 ～ 1１：00 

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

 8 (水)   あなたは大丈夫？腸からのお便り受け取っていますか？  10：00 ～ 11：30 

11(土)  
  キッズ☆イングリッシュ～Please do come! Let`s have fun!!～         (2回目/全4回) 10：00 ～ 1１：00 

  マイナス金利時代の資産防衛術  13：30 ～ 15：３0 

14(火)     丸つまみを使ってつまみ細工を体験しよう！     13：30 ～ 15：30 

16(木)      いつでもPhotoスマホLife  10：00 ～ 11：３0 

18(土)      キッズ☆イングリッシュ～Please do come! Let`s have fun!!～         (3回目/全4回) 10：00 ～ 1１：00 

19 (日)  キッズ大集合！まなびＣＡＮびっくり箱♪ ※13:00開場 13：30 ～ 15：00 

21 (火)   Javaを使った子どもＰＣ教室 (1回目/全4回) 10：00 ～ 12：00 

25 (土)   キッズ☆イングリッシュ～Please do come! Let`s have fun!!～         (4回目/全4回) 10：00 ～ 1１：00 

28 (火)   Javaを使った子どもＰＣ教室 (2回目/全4回) 10：00 ～ 12：00 



◆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 

      

                まなびＣＡＮを利用しませんか？ 
～貸 館 事 業～ 

    
      

 

             生涯学習センター( まなびＣＡＮ )では、市民の皆様の生涯学習と交流の場を 

     提供するために、研修室・音楽室・実習室・和室など、それぞれの目的にあった 

     部屋の貸し出しを行っております。 

     学習会やサークル活動など、たくさんの方々に利用いただいております。 

 

 

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

    料金や予約状況、使用方法など、詳しくはセンターのホームページを 

         ご覧いただくか、お電話又はご来館にて、お問い合わせください。          

     皆さまのやる気・元気・まなぶ気持ちをお待ちしております！ 

 「集まりたいけれど、場所がない」そんな時には、ぜひお問い合わせください。 

  また、がんばってきた成果を発表したい！という時には・・・ 

 

  ☆３階 「多目的ホール（定員２２０人）」  

   演劇・演奏・講演などに。グランドピアノや照明装置完備！ 

 

     

 

  ☆３階 「市民ギャラリー（６６㎡）」        

   自慢の作品の個展やグループ展などに。パネルレイアウト自由！ 


