
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９月号 

№２０７ 

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。 
 

 

はじめてのハワイアンダンス １曲完全マスター  

✿日 時…９月１２日・２６日、１０月１０日（全３回） 

    いずれも土曜日の午前１０時～１１時３０分 

✿内 容…ハワイアンフラは、幅広い年齢層で気軽に取り組むことができ、 
     日頃の運動不足解消や健康づくりに効果的です。 
     アロハスピリットに触れ楽しく身体と心をリフレッシュしましょう。 

✿講 師…山本 博子さん（メレ アロハ ホクラニ インストラクター） 

✿定 員…申込先着８人  ✿受講料…１，５００円（全３回） 

✿持参物…飲み物、汗拭き用タオル 

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


 
✿日 時…９月１９日（土）午後１時３０分～３時３０分 

✿内 容…実際に起こった事例を元に、揉めない相続のために出来る事を学びます。 
     加えて、最新の法律改正で起こりうるトラブルの種とその回避方法も 

     合わせて解説します。 

✿講 師…東条 慎也さん（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 

 

揉めない相続の為に今からできる事 ～最新の法改正対応版～ 

 ✿日 時…９月１２日（土）午後１時３０分～３時３０分 

✿内 容…人生１００年時代、自分らしい老後の生活を送るため、 
     生計の中心である公的年金を理解し、それを踏まえた 
     資産形成について一緒に考えてみましょう。 

✿講 師…篠原 也寸志さん 

     （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 

 

人生１００年時代、公的年金を踏まえた資産形成 

 
✿日 時…９月１８日（金）午後１時３０分～３時３０分 

✿内 容…純銀の粉末が練りこまれた画期的な貴金属素材の粘土で、オリジナルの 
     ペンダントトップを作りましょう。粘土が柔らかいうちにのばしてまげ 
     たり、スタンプを押したりして造形します。 
     乾燥後、電気炉で焼成し研磨します。完成作品は、99.9％の純銀です。 
     初心者でも安心のスタンプや型抜きなど、数種類ご用意しております。 

     ※作品は、当日お持ち帰りいただけます。  

✿講 師…六車 明美さん（六車銀粘土教室） 

✿定 員…申込先着８人  

✿受講料…５００円 ✿材料費…１，５００円  

✿持参物…筆記用具、汚れてもよいミニタオル    

純銀粘土アクセサリー作り教室 ～プチペンダントトップ～ 



 

☆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♪ 

 
✿日 時…９月２４日（木）午後１時３０分～２時３０分 

✿内 容…おなかの中からはじめる健康長寿～「健康寿命」のためにも 

     腸を健康に保ちましょう～ 

✿講 師…長尾 志津代さん（香川ヤクルト販売(株)管理栄養士） 

✿定 員…申込先着３０人 ✿持参物…筆記用具 

おなかの中からはじめる健康長寿 

 
✿日 時…９月２９日（火）午後１時３０分～３時 

✿内 容…人がまだ誕生する前の遥かな太古。出来たばかりの地上に若き 
     神々が降り立ち、愛と冒険のドラマを演じながら、豊かな国土 
     造りに挑戦した。これが日本で最初の歴史書、ロマンいっぱい 

     の古事記の世界である。 

✿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１ 日本誕生 
～この国を造った神々の物語～ 

 
✿日 時…９月３０日（水）午前１０時～１１時３０分 

✿内 容…自転車シミュレーターを使った交通安全教室です。 

     自転車のルールや罰則について学びましょう 

✿講 師…香川県交通安全教育推進隊 

✿定 員…申込先着３０人 ✿持参物…筆記用具 

自転車の交通ルールとマナー教室 



 
✿日 時…１０月２日（金）午前１０時～１１時３０分 

✿内 容…「さぬきのむかし語り」より高瀬町の昔話を中心にお話します。 

     「千ねの万ね」「食わず女房」「姥捨て山」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２」 

 
✿日 時…１０月２日・９日・１６日 

     いずれも金曜日の午前１０時～１１時３０分 

✿内 容…日本政府は、新型コロナウィルス感染拡大防止に向けてソーシャルディスタンス 

     (社会的距離)を求め、３蜜(密接・密集・密閉)を避けるように要請しました。 

     そしてwithコロナ(コロナとの共存)の新しい生活様式をすすめています。 

     人生の大切な儀式において、感染を防ぐ新様式のコミュニケーションの方法を、 

     実習しながら一緒に考えていきましょう。 
     (1)新様式のコミュニケーションの取り方と立ち居振る舞い 
     (2)結婚式のマナー (3)葬儀のマナー 

✿講 師…村尾 美江さん 

     （民俗作法研究会会長、弓馬術礼法小笠原流 門人） 

✿定 員…申込先着１４人 ✿受講料…各回５００円 

✿持参物…筆記用具 

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～ 

 
✿日 時…１０月３日・１０日・１７日・２４日（全４回） 

     いずれも土曜日の午前１０時～１１時  

✿内 容…自己紹介。海外旅行中や空港での入国審査の時や、 
     自分の街で外国人との会話。 

✿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  

✿受講料…２，０００円（全４回） 

✿持参物…ノート、筆記用具 

      

  受付開始 

 ９月１０日（木） 

 午前９時 

はじめての英会話 ～あなたも始めませんか？～ 
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✿日 時…１０月４日（日）午後１時～３時 

✿内 容…遺跡、遺物と魏志倭人伝の記載内容を比較検証し、 

     邪馬台国は九州、畿内のいずれにあったか、について 

     講演します。 

✿講 師…浅井 能延さん  

✿定 員…申込先着７０人  

歴史講演会「邪馬台国はどこか？ 九州説、畿内説を検証する」 

  子ども＆親子向け講座 

 
✿日 時…１０月３日（土）午後１時３０分～３時 

✿内 容…算数のあれこれを、木の教材を使ってワクワクしながら、 

     いろいろと体験してみよう。 

     （前半）木の教材を使って「数字の書き方」を学ぼう。 

     （後半）木の教材を使って「足し算九九表」を作ってみよう。 

✿講 師…鎌田 弘さん 

✿定 員…申込先着１０人 

    （小学１年生）※保護者同伴      

✿材料費…５００円  

✿持参物…筆記用具 

 小学１年生の算数たいけん教室 

１階・エントランスホールのご案内  

✿新塩屋町イキイキクラブ絵手紙会 作品展 

 展示期間…９月１７日(木)～２９日(火）  

 

✿入場料…無料  

 ※月曜日は休館 (時間は開館時間に同じ）      

三角縁神獣鏡(神原神社古墳） 

※グーグルアート＆カルチャーより 

金印(福岡市博物館） 

※ウィキペディアより 



 

 

  

                                               
 
 

                                           人生いろどり 
 

   ✿上映日…９月２４日（木）午後１時３０分～３時３０分(開場:午後１時) 

  ✿内 容…四国一小さな町の危機に立ち上がった女性の活躍と友情を描く 

      心温まる感動の実話。「葉っぱ」を料理の＜つまもの＞として 

      販売し、町に活気をもたらした女性達の物語です。 

      出演：吉行 和子、富司 純子、中尾 ミエ、藤 竜也ほか 

  ✿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 ６ 

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 

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

 ★人生１００年時代、公的年金を踏まえた資産形成  13：30 ～ 15：30 

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 

18(金)     ★純銀粘土アクセサリー作り教室 ～プチペンダントトップ～  13：30 ～ 15：30 

19(土)      ★揉めない相続の為に今からできる事～最新の法改正対応版～  13：30 ～ 15：30 

 ★おなかの中からはじめる健康長寿 13：30 ～ 14：30 

24(木)      

 ★まなび映画ＣＡＮ６ 人生いろどり ※13：00開場 13：30 ～ 15：30 

26(土)      ★はじめてのハワイアンダンス １曲完全マスター (2回目/全3回) 10：00 ～ 11：30 

29(火)     
 ★歴史に学ぶ人生の知恵１  

  日本誕生～この国を造った神々の物語～ 
 13：30 ～ 15：00 

30(水)      
 ★自転車の交通ルールとマナー教室  10：00 ～ 11：30 

  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 

★ 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 

 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 

 9(金)            

  高松大学・高松短期大学公開講座  

  生きる楽しさ・むずかしさ  
(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 

16(金)   

  高松大学・高松短期大学公開講座  

  生きる楽しさ・むずかしさ  
(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 

23(金)   
  高松大学・高松短期大学公開講座  

  生きる楽しさ・むずかしさ  
(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 

30(金)     
  高松大学・高松短期大学公開講座  

  生きる楽しさ・むずかしさ  
(4回目/全4回) 10：00 ～ 11：30 

 

 

  

 

 

 

     

       ✿上 映 日…９月１５日（火）①午前１０時～  

                            ②午後１時～ 

  ✿上映作品…①かぐやひめ（１２分） 

        ②さるかに（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 

 

✿日 時…１０月９日・１６日・２３日・３０日（全４回） 

     いずれも金曜日の午前１０時～１１時３０分 

✿内 容…日々の暮らしを楽しむために、一人でいても一人ではない 

     コミュニケーション能力について考えてみましょう。 

✿講 師…田中 良子さん（高松大学名誉教授） 

✿定 員…申込先着１４人   

✿受講料…３，１００円（テキスト代別）  

✿申込・問合せ…９月２３日(水)までに、 

        高松大学・高松短期大学地域連携センターへ。 

        高松市春日町９６０番地 電話：０８７－８４１－３２１６ 

        ※土・日・祝祭日を除く平日の午前９時～午後５時 

 生きる楽しさ・むつかしさ  

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。 


