
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７月号 

№２０５ 

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います。 

 まなびかんづめの行事一覧をご覧ください。 

 

熱中症を予防して楽しい夏を！ 

✿日 時…７月２１日（火）午後１時３０分～２時３０分 

✿内 容…楽しく夏を過ごすために熱中症についての予防方法、 

     応急処置のポイントについてお話しします。 

✿講 師…田中 裕子さん（高松赤十字病院救急看護認定看護師） 

✿定 員…申込先着１４人    

✿受講料…筆記用具 

 



 
✿日 時…８月１９日（水）午前１０時～１１時３０分 

✿内 容…気象災害から身を守るために、過去の大雨時の災害を振返り、 

     その課題から内閣府が策定した警戒レベルや気象台が発表する 

     防災気象情報の入手・活用方法を説明します。 

✿講 師…吉村 満さん 

     （高松地方気象台 気象防災情報調整官） 

✿定 員…申込先着３０人   

✿持参物…筆記用具 

気象災害から身を守るために 

 ✿日 時…７月２２日・２９日、８月５日（全３回） 

     いずれも水曜日の午後２時～３時３０分 

✿内 容…平家物語に登場する平重盛、平清盛、斎藤實盛の最期を考察し、 

     その在り方が物語の中でどのような意味を持つかを追求します。 

✿講 師…澤田 文男さん（高松大学発達科学部教授） 

✿定 員…申込先着３０人  ✿受講料…１，５００円（全３回）  

✿持参物…筆記用具 

平家物語 それぞれの死の様相２０２０ 

 
✿日 時…８月１日（土）午後１時３０分～３時３０分 

✿内 容…「食品ロス」の切り口から、一番身近な「我が家の家計の見直し」を 

     測ることで、持続可能な開発目標(SDGs)の達成につながります。 

     このことが、社会や未来への貢献にもつながることを 

     学びましょう。     

✿講 師…大江 崇子さん（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 

  

食品ロスから考えるSDGsと我が家の家計の見直し 



子ども＆親子向け講座 

 

 

作って楽しい折り紙教室 ～モビール～ 

✿日 時…７月２５日（土）午前１０時～１１時３０分 

             午後２時～３時３０分 

✿内 容…カラフルな紙を折ったり、ひもの長さを調整し、 

     バランスをとって、自分だけのモビールを作ろう。 

✿講 師…四角 整子（よしこ）さん（日本折紙協会香川支部支部長） 

✿定 員…各申込先着８人（小学生） ※３年生以下は保護者同伴 

✿材料費…８００円 ✿持参物…はさみ、お手ふき、スティックのり 

 
✿日 時…７月２３日（木・祝）午前１０時～正午 

✿内 容…木工キットを使って、楽しく簡単オリジナルの 

     コリントゲームを作って遊ぼう！ 

✿講 師…青木 節子さん（木工教室癒楽木（ゆらぎ）主宰） 

✿定 員…申込先着８人（小学生） ※３年生以下は保護者同伴 

✿材料費…１，２００円 

✿持参物…木工用ボンド、絵具（作品に色を塗りたい人は持ってきてね！） 

キッズ木工教室 ～作って遊ぼう！コリントゲーム！～ 

 
✿日 時…７月２５日（土）午後１時３０分～３時 

✿内 容…ゲームをしながら、お金の使い方やお金でできることの 

     体験ができる親子消費者教室です。 

     夢いっぱいのレジャー計画をたて、お金を稼いだり、運用したり、 

     工夫することで計画の実現を目指しましょう！ 

✿講 師…境 輝美さん（日本ファイナンシャル・プランナーズ協会香川支部所属） 

✿定 員…申込先着１５組（小学生とその保護者）  

親子でチャレンジ！遊びに行こうよ計画大作戦 
 ～お金についてかんがえてみよう～ 

受付開始 

 ７月１日(水） 

午前９時 

受付開始 

 ７月１日(水） 

午前９時 

受付開始 

 ７月１日(水） 

午前９時 



 ✿日 時…８月１日または８日 

     いずれも土曜日の午前１０時～１１時３０分 

✿内 容…カラフルな折紙を折って、夏休みの宿題を作ろう。 

     好きな虫や魚を折って定規の中に入れよう。 

✿講 師…四角 整子(よしこ)さん（日本折紙協会香川支部支部長） 

✿定 員…各申込先着８人（小学生）※３年生以下は保護者同伴  

✿材料費…１，０００円   

✿持参物…はさみ、お手ふき、スティックのり 

作って楽しい折り紙教室  
～スケルトン定規～ 

 
✿日 時…８月４日（火）午後１時３０分～３時３０分 

✿内 容…微生物や酵素を用いた希少糖の作り方を紹介します。 

     また、ドライイーストを用いた糖の実験を行います。 

✿講 師…望月 進さん、加藤 志郎さん 

     （いずれも香川大学国際希少糖研究教育機構・助教） 

     吉原 明秀さん（同機構・准教授） 

✿定 員…申込先着８人（小学４年生～中学生）   

✿受講料…５００円  

希少糖の作り方に触れてみよう 
申込期間 

 ７月１日（水）午前９時 
～ 

２８日（金）午後４時 

夏休みキッズチャレンジ 
お箸袋とお弁当袋を作ってみよう！ 

 
✿日 時…８月５日（水）午前１０時～１１時３０分 

✿内 容…お箸袋とお弁当袋を作る過程を通して、子どもたちに 

     ものづくりの技術と楽しさを伝えます。 

✿講 師…村川 永子さん（元白ゆり服装学院副学院長） 

✿定 員…申込先着８人（小・中学生） 

     ※小学３年生以下は保護者同伴 

✿材料費…５００円 

✿持参物…裁縫道具（針、針山、糸切りばさみ、２０㎝くらいの定規）、筆記用具 

受付開始 

 ７月３日(金） 

午前９時 

受付開始 

 ７月１日(水） 

午前９時 



 
✿日 時…８月７日（金）午後１時３０分～３時 

✿内 容…記憶や学習をつかさどる前頭前野を鍛えるためには、 

     読むこと書くことが大事！ 

     名詩・名文を音読、暗誦して国語力をアップさせよう。 

✿講 師…宇都宮 啓子さん（朗読・朗誦インストラクター） 

✿定 員…申込先着７人 

     （小・中学生）※小学３年生以下は保護者同伴 

✿持参物…筆記用具 

国語力をアップさせよう！キッズ朗読教室 

夏休みキッズチャレンジ 
美味しい海苔の食べ方を学ぼう！ 

 
✿日 時…８月６日（木）午後１時３０分～２時４０分 

✿内 容…海苔の佃煮を作ったり、生海苔と焼きのりを比較したり、 

     香川県のノリ養殖についても学びます。 

✿講 師…一般社団法人 香川県水産振興協会職員 

     香川県農政水産部水産課職員 

✿定 員…申込先着８人（小学生）※３年生以下は保護者同伴 

✿持参物…筆記用具 

受付開始 

 ７月７日(火） 

午前９時 

 
✿日 時…８月７日（金）午後１時３０分～３時３０分 

✿内 容…楽しいへたうま筆文字の己(おのれ)書や絵をうちわに描き、 

     マイオリジナルうちわを作ろう。 

✿講 師…中邑 友香さん 

✿定 員…申込先着８人（小学生） 

     ※３年生以下は保護者同伴 

✿材料費…５５０円 

✿持参物…絵具セット、(硬めの）絵筆、筆記用具、はさみ、のり 

楽しいへたうま筆文字・己(おのれ)書で 
          マイうちわを作ろう!！ 

受付開始 

 ７月２日(木） 

午前９時 

受付開始 

 ７月２日(木） 

午前９時 



 
✿日 時…８月８日（土）午前１０時～１１時３０分 

✿内 容…ハワイアンの音楽に合わせて体を動かし、みんなで楽しく踊ろう。 

✿講 師…山本 博子さん 

     （フラスタジオ メレアロハ ホクラニ インストラクター） 

✿定 員…申込先着１５人（小・中学生） 

     ※小学３年生以下は保護者同伴 

✿持参物…飲み物、汗拭き用タオル  

     ※動きやすい服装で来てね。 

夏休み！楽しい子どもハワイアンフラ 

 
✿日 時…８月８日（土）午後１時３０分～３時 

✿内 容…動いて、感じて、考えて、見て、聞いて、気がついて！ 

     とにかく、カラダ全体を使っていっぱい遊びます！ 

✿講 師…あそび創造集団クロッシング 

✿定 員…申込先着１４人（小学生） 

     ※３年生以下は保護者同伴 

あそび創造集団クロッシングのあそびの広場  

 
✿日 時…８月９日（日）午後１時３０分～３時 

✿内 容…『パステル』という画材をパウダー状に削り、 

     色の粉をゆびにつけてくるくると楽しく絵を 

     描きましょう。絵心がなくても大丈夫！ 

     夏休みの宿題や思い出作りにぜひどうぞ♪ 

✿講 師…清水 なつみさん 

✿定 員…申込先着８人（小・中学生） 

     ※小学３年生以下は保護者同伴 

✿材料費…１，０００円  ✿持参物…指を拭く布 

  

ゆびで描く♪かんたんキッズパステルアート 

受付開始 

 ７月２日(木） 

午前９時 

受付開始 

 ７月２日(木） 

午前９時 

受付開始 

 ７月３日(金） 

午前９時 



 

わくわく！どきどき！夏休み 水の実験教室 
  

✿日 時…８月１９日（水）午後１時３０分～３時３０分 

✿内 容… 水に関する面白い実験をたくさんするよ！ 

     実験内容は当日までのお楽しみに！ 

     わくわく、どきどきの実験を体験して、 

     夏休みの楽しい思い出を作ろう！ 

✿講 師…竹谷 栄二さん（かがわ環境カウンセラー協議会） 

✿定 員…申込先着８人（小学４～６年生）   

 

 

  
         

                                   劇団四季「はだかの王様」  

 
 

  ✿上映日…７月３０日（木）午後１時３０分～３時３０分(開場:午後１時) 

  ✿内 容…デンマークの作家ハンス・クリスチャン＝アンデルセンが書いた童話 

      「はだかの王様」をもとに、詩人の寺山修司が劇団四季のために書き 

      下ろしたミュージカルです。２０１０年自由劇場にて収録。 

      構成・演出：浅利 慶太 台本：寺山 修司 作曲：三木 たかし ほか 

  ✿定 員…当日先着７０人   ✿入場料…無料              

 ※観覧希望者は当日直接会場へ。 

  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 ４ 

 
✿日 時…８月１８日（火）午後１時３０分～３時 

✿内 容…小学生親子向けに、備長炭を使った電池作りを通して、電気の 

     仕組みや電気機器の上手な使い方を楽しく学びます。 

     ①でんきはどこからきてるのかな？ 

     ②備長炭電池づくり 

✿講 師…四国電力株式会社 香川支店社員 

✿定 員…申込先着８組 

     （小学１～４年生とその保護者）  

✿持参物…手拭きタオル 

ＣＳＲ教室 親子でんき講座 受付開始 

 ７月３日(金） 

午前９時 

受付開始 

 ７月３日(金） 

午前９時 



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)   ★熱中症を予防して楽しい夏を！     13：30 ～ 1４：30 

22 (水)   ★平家物語 それぞれの死の様相２０２０ (１回目/全3回) 14：00 ～ 15：30 

23 (木)   ★キッズ木工教室 ～作って遊ぼう！コリントゲーム！～    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 

  ★【子ども教室】作って楽しい折り紙教室 ～モビール～       
10：00 ～ 12：00 

14：00 ～ 15：30 

  ★親子でチャレンジ！遊びに行こうよ計画大作戦 
  ～お金についてかんがえてみよう～ 

 13：30 ～ 15：00 

26 (日)   【子ども教室】Javaを使った子どもＰＣ教室 (1回目/全4回) 10：00 ～ 12：00 

29 (水)   ★平家物語 それぞれの死の様相２０２０ (2回目/全3回) 14：00 ～ 15：30 

30 (木)   ★まなび映画ＣＡＮ④ 劇団四季「はだかの王様」 ※13:00開場 13：30 ～ 15：30 

 

 

  

 

 

 

    ✿上 映 日…７月３１日（金） ①午前１０時～ ②午後１時～ 

  ✿上映作品…①注文の多い料理店（２３分） 

        ②おじいさんと不思議なおくりもの（１６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 

★ 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 



 

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。 

 

開催日 講座（行事）名 時間 

 1(土)   
 【子ども教室】作って楽しい折り紙教室教室 ～スケルトン定規～  10：00 ～ 11：30 

 食品ロスから考えるSDGsと我が家の家計の見直し 13：30 ～ 15：30 

 【子ども教室】Javaを使った子どもＰＣ教室 10：00 ～ 12：00  2(日)                     (2回目/全4回) 

 ４(火)   
 【子ども教室】Javaを使った子どもＰＣ教室 (3回目/全4回) 10：00 ～ 12：00 

 希少糖の作り方に触れてみよう 13：３0 ～ 1５：３0 

 5(水)  
   夏休みキッズチャレンジ お箸袋とお弁当袋をつくろう！ 10：00 ～ 11：３0 

   平家物語 それぞれの死の様相２０２０ (3回目/全3回) 14：00 ～ 15：30 

6 (木)    夏休みキッズチャレンジ 美味しい海苔の食べ方を学ぼう！  13：30 ～ 14：40 

 7(金)       
 【子ども教室】国語力をアップさせよう！キッズ朗読教室                 13：30 ～ 15：00 

 楽しいへたうま筆文字・己(おのれ)書でマイうちわを作ろう 13：30 ～ 15：30 

 8(土)         

 【子ども教室】作って楽しい折り紙教室教室 ～スケルトン定規～ 10：00 ～ 11：30 

 【子ども教室】夏休み！楽しい子どもハワイアンフラ  10：00 ～ 11：30 

 【子ども教室】あそび創造集団クロッシングのあそびの広場   13：30 ～ 15：00 

 9(日)           【子ども教室】ゆびで描く♪かんたんキッズパステルアート 13：30 ～ 15：00 

 18(火)  

 【子ども教室】Javaを使った子どもＰＣ教室 (4回目/全4回) 10：00 ～ 12：00 

 【CSR教室】親子でんき講座                 13：30 ～ 15：00 

19(水)  
  気象災害から身を守るために  10：00 ～ 11：30 

 【子ども教室】わくわく！どきどき！夏休み 水の実験教室  13：30 ～ 15：30 



◆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） 

まなびCAN  HPはこちら 

 

        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。 

  当館では、今年度より、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。 

  当館でご利用いただける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か月前から利用申し込みができます。 
   

 ●お問い合わせ 

  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。    

  高松市生涯学習センター ☎０８７－８１１－６２２２ 

●小研修室等使用料一覧       

    使用単位 

 

施設名 

午 前 午 後 夜 間 午前･午後 午後･夜間 全 日 1時間当たり 

9～12時 13～17時 18～22時 9～17時 13～22時 9～22時 9～18時 18～22時 

多目的ホール 14,510 20,670 24,730 35,180 45,400 54,000     

大研修室 5,930 8,010 9,670 13,940 17,680 21,190     

小研修室 2,200 2,960 3,610 5,160 6,570 7,910 800  960  

和室 1,200 1,530 1,860 2,730 3,390 4,170 420  510  

ＯＡ実習室 2,410 3,300 3,830 5,710 7,130 8,570     

実習室 2,410 3,300 3,830 5,710 7,130 8,570 860  1,040  

音楽室 2,410 3,300 3,830 5,710 7,130 8,570 860  1,040  

視聴覚室 2,200 2,960 3,610 5,160 6,570 7,910 800  960  

●使用料一覧       

    使用単位 

 

施設名 

午 前 午 後 夜 間 午前･午後 午後･夜間 全 日 1時間当たり 

9～12時 13～17時 18～22時 9～17時 13～22時 9～22時 9～18時 18～22時 

多目的ホール 14,510 20,670 24,730 35,180 45,400 54,000     

大研修室 5,930 8,010 9,670 13,940 17,680 21,190     

小研修室 2,200 2,960 3,610 5,160 6,570 7,910 800  960  

和室 1,200 1,530 1,860 2,730 3,390 4,170 420  510  

ＯＡ実習室 2,410 3,300 3,830 5,710 7,130 8,570     

実習室 2,410 3,300 3,830 5,710 7,130 8,570 860  1,040  

音楽室 2,410 3,300 3,830 5,710 7,130 8,570 860  1,040  

視聴覚室 2,200 2,960 3,610 5,160 6,570 7,910 800  960  


