
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８月号 

№２０６ 

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。 

 

こだわりの野菜作り塾 ～秋冬野菜編～ 

✿日 時…８月１８日（火）午前１０時～１１時３０分 

✿内 容…野菜作りのプロ（高松産ごじまん品生産農家）がおいしい野菜を 

     育てるための栽培管理のコツを伝授します。 

     みなさんの野菜作りの疑問にもお答えします。 

✿講 師…十河 善則さん（高松産ごじまん品生産農家） 

✿定 員…申込先着３０人   ✿受講料…５００円 

 



 
✿日 時…９月２日（水）午後１時３０分～３時 

✿内 容…本当の健康って皆さん知っていますか？知っている人、知らない人の差は。 

     若くして病気をし、４０代半ばにやっと本当の健康を手に入れた講師が 

     自らの経験をもとに、その秘策についてお話しします。 

✿講 師…松本 正さん（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…筆記用具 

 

「病気体質」と「健康体質」の違い 

 ✿日 時…８月２８日（金）午前１０時～１１時３０分 

✿内 容…高松市周辺の昔話を中心にお話します。 

     ●成願寺のはげ狸 

     ●壇ノ浦のしんね 

     ●仕事は弁当   ほか 

✿講 師…谷原 博信さん（香川民俗学会名誉会長） 

✿定 員…申込先着３０人  ✿受講料…５００円  

✿持参物…筆記用具 

民俗への招待 さぬきのむかし語り① 

 
✿日 時…８月２８日（金）午後１時３０分～２時３０分 

✿内 容…〇認知症とは  

     〇簡単な検査、治療について  

     〇家でもできる運動について   

✿講 師…小池 憲斗さん 

     （香川県済生会病院リハビリテーション科 理学療法士） 

✿定 員…申込先着３０人   

✿持参物…筆記用具  ※動きやすい服装でお越しください。 

認知症予防運動  
新型コロナウィルス感染拡大防止の

ため、開催中止になりました。 



 
✿日 時…①９月２日 ②９日 ③１６日 ④３０日 ⑤１０月７日（全５回） 

         いずれも水曜日の午後１時３０分～３時３０分 

✿内 容…パソコンを買ったけれど何から始めればいいのか？解説します！  

     ①パソコンの特徴を知ろう！ 

      用語・ボタン・スイッチについて、 

            パソコン機器の正しい扱い方       

     ②画面を使いこなそう！ 

      パソコンの仕組み、基本画面の特徴・操作方法 

     ③パソコンを安心・安全に使おう！Ⅰ 

       自分でできる安全対策、警告メッセージの扱い方、 

      ウィンドウズアップデート、セキュリティソフトの理解 

     ④パソコンを安心・安全に使おう！Ⅱ 

       パソコンの定期点検、手入れの仕方、 

            パソコン「してはならない十ケ条」 

     ⑤スマホ、ネット関連について 

      スマホ・パソコンとの利活用、 

            テレワーク時代に備えて 

     ※自分のパソコンを持ち込んでの受講もできます。 

      それぞれのパソコンに合ったテキストを用意します。 

✿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…２，５００円（全５回）   ✿資料代…１，０００円（全５回）  

 

まなびＣＡＮ・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  

 

 

  

 

 

 

     

       ✿上 映 日…８月２８日（金）①午前１０時～ ②午後１時～ 

  ✿上映作品…①プーさんと虎（３０分） 

        ②おやゆびひめ（１２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 

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


 

ＣＳＲ教室 相続で失敗しないための基礎知識 

✿日 時…①９月２日②９日③１６日（全３回） 

     いずれも水曜日の午後６時～８時 

✿内 容…①万が一の時の為に、これだけは知っておきたい相続知識 

     ②円満な相続を実現するための相続税の基礎知識とトラブル事例 

     ③不動産の専門家である不動産鑑定士が教える 

      「知っていましたか？相続時の不動産鑑定評価のうまい活用法」  

✿講 師…①門馬 良典さん 

     （司法書士行政書士香川法務事務所 司法書士・行政書士） 

     ②平尾 政嗣さん(平尾政嗣税理士事務所 税理士・行政書士）      

     ③新川 智洋さん(あらた総合鑑定 不動産鑑定士） 

✿定 員…各回申込先着３０人 

 

 

  
         

                   ９９歳の詩人柴田トヨ～心を救う言葉～＆ 
      ｢吟選 大落語名人会｣より落語 
 

  ✿上映日…８月２７日（木）午後１時３０分～３時２０分(開場:午後１時) 

  ✿内 容…●９９歳の詩人柴田トヨ～心を救う言葉～ 

      ２０１３年に他界した柴田トヨさんの詩集「くじけないで」が 

      ２０１０年の発売以来１６０万部を超える大ヒットとなり、 

      世代を超えて共感をよんでいます。 

      激動の時代を生き抜いた女性が「生きることの幸せ」をつづった 

      詩に励まされ、力強く逆境に立ち向かう人々の姿を追うヒューマン 

      ドキュメンタリー作品です。 

      ●「吟選 大落語名人会」より落語 二題 

      十代目鈴々舎馬風：男の井戸端会議 

      三代目三遊亭円歌：坊主の遊び  

  ✿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 ５ 



 

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 ～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 

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

 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作ってみよう！ 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 ～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)    

   ★こだわりの野菜作り塾 ～秋冬野菜編～ 10：00 ～ 11：３0 

 【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 

27(木)           
 ★まなび映画ＣＡＮ５  
 ９９歳の詩人柴田トヨ～心を救う言葉～＆ 
               ｢吟選 大落語名人会｣より落語 

※13:00開場 13：30 ～ 15：20 

 ★民俗への招待 さぬきのむかし語り① 10：00 ～ 11：30 
28(金) 

 ★認知症予防運動  13：30 ～ 14：30 

★ 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 



開催日 講座（行事）名 時間 

 2(水)   

  「病気体質」と「健康体質」の違い  13：３0 ～ 1５：00 

  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 (1回目/全5回) 13：30 ～ 15：30 

  【ＣＳＲ教室】相続で失敗しないための基礎知識 (１回目/全3回) 18：０0 ～ 20：00 

 9(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 (2回目/全5回) 13：30 ～ 15：30 

  【ＣＳＲ教室】相続で失敗しないための基礎知識 (2回目/全3回) 18：０0 ～ 20：00 

16(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 (3回目/全5回) 13：30 ～ 15：30 

  【ＣＳＲ教室】相続で失敗しないための基礎知識 (3回目/全3回) 18：０0 ～ 20：00 

30(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 (4回目/全5回) 13：30 ～ 15：30 

 

   まなびＣＡＮを利用しませんか？ 

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。 
 

 

 

 

 

 

      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！ 

◆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 


