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“ 学びたい！”気持ちを刺激する情報紙

対象講座は300以上

特色ある講座の中からお
好きな講座を選んで受講
できます。

年度途中の入学可

「学びたい」と思った時
が始め時。年度途中の入
学もできます。

新しい受講スタイル

お近くのコミセンだけで
なく、他の校区のコミセ
ンでも受講が可能。オン
ライン講座もあります。※令和3年度の受付は

令和3年12月25日(土)まで
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◇入学願書はお近くのコミセンで配布しています。
◇1講座1単位制。必須講座2単位、選択講座10単位を年度内に受講した方には修了証をお渡しします。

ライトコース３つの特色

ライトコースとは
明石市にお住まいの60歳以上の方であれば、どなたでも入学することが
できる新しい学びの機会です。市内13か所(中コミ)で開講する対象講座か
ら、好きな講座を選んで受講できます。

2021年度スタート

60歳以上の

おとなのまなび

あ か ね カ レ ッ ジ

ラ イ ト コ ー ス

市 民 講

こどもからおとなまで受講できる「みんなのまなび 市⺠講座」は今年も開講！
リトミックや絵本の読み聞かせなどの子育て講座から、まち歩き、心理学など、
いろんな講座を準備中。皆さんの受講をお待ちしています。

市民講座・ライトコースの講座は中面へ

※講座ごとに定員があります

(受講の流れ)



ヨガ入門教室５/２０
(木)

５/２７
(木)

申込⽅法︓受付開始⽇の午前９時から電話受付。
定員になり次第、締め切り。

●日 時：５月２０日(木)・２７日（木）
１３：３０～１５：００

●参加費：無料
●定 員：１５名
●持ち物：タオル、ヨガマット（バスタオル可）

飲み物、運動しやすい服装
マスク（着用）、上履き

★受付開始日：５月７日（金） ９：００～

５月・６月開催予定の講座
受講のお申し込みは 大久保北コミセンまで（TEL：078-935-3588）

どなたでも学べます！
市 民 講

講師/大久保病院

●日 時：６月５日(土)・１２日（土） ●講 師：大久保病院
１４：００～１５：００

●参加費：無料
●定 員：３６名
●持ち物：筆記用具

マスク（着用）、上履き

★受付開始日：５月１５日（土） ９：００～

健康講座６/１２
(土)

６/５
(土)

明石市にお住まいの60歳以上の方にオススメ！

あ か ね カ レ ッ ジ ラ イ ト コ ー ス

Ｗ

いろんな講座を準備して

60歳以上の

“おとなのまなび”を

応援します！

※受講には、ライトコースへの
入学が必要です。

椅子に座ったスタイルで、
軽快な音楽に合わせて体
を動かし、健康維持、健
康増進につなげます。

座って踊って健康ダンス

5/6(木) 10:00～11:30
定員： 20名

講師：西尾弘子
（ダンスグループ
「キララ」代表）

令和元年度は糖尿病について学びました。
今年はどんな内容になるのかお楽しみに！

近年すれ違いが多い日本
と韓国。庶⺠レベルでは、
互いを知ることで理解を
深め、親密な関係であり
たいものです。

韓国文化を知る

5/12(水) 10:00～11:30
定員： 36名

講師：黄 晶禧
(ファン・ジョン
ヒ)



Ｗ

アイヌの世界
（アイヌ入門講座）

6/9(水) 10:00～11:30
定員： 36名

講師：岡本美香

どんな特徴をもつ感染症
なのか、予防として私た
ちにできることは何なの
か、基礎からお話しいた
だきます。

新型コロナウイルス感染症
の理解と予防

講師：濵田昌範
（あかし保健所長）

毎日の食事をおいしく
食べられるよう、「食
事の工夫」とお口の健
康について、専門職か
らお話しを聞きます。

介護予防「食べること」
から考える、心と体の

健康づくり

6/30(水) 10:00～11:30
定員： 36名

講師：地域共生社会室

年齢なんて
単なる数字に過ぎない

～８５歳の
現役プログラマーが語る

『楽しく豊かな
人生１００年時代』～

5/15(土) 10:00～12:00
定員： 36名

講師：若宮正子

神々と妖怪の地域づくり論

6/16(水) 13:30～15:00
定員： 15名

講師：高田知紀
（兵庫県立大学

准教授）

日本の風土の中で語り継
がれてきた多様な神様や
妖怪を通して、身近な地
域環境を深く理解し、ま
ちづくりや地域防災を展
開していく方策をご紹介
します。

リモート

リモート

オンデマンド

１ まず「入学願書」をコミセンへ提出しましょう。入学願書はいつでも提出することができ
ます。（12月25日（土）まで受付 コミセン開館時間内）

２ オリエンテーションを受けましょう。大久保北コミセンでは、
4月14日（水）、4月17日（土）、5月1日（土）、6月1日（火）（各日10:00a.m.～）

オリエンテーションを実施する予定です。上記以外にも受講の機会がありますので、
お問い合わせください。講義の受講はオリエンテーションを受けてからになります。

３ オリエンテーション後、受講したい講義をコミセンに連絡してください。一度に複数の
講義を申し込むことができます。講義の申し込みは、4月27日（火）以降いつでもコミセ
ンまでお電話ください。（コミセン開館時間内）

４ はアスピア明石などで行われる講義を、インターネット会議システムを利
用して各コミセンで受講します。双方向のコミュニケーションが可能ですので、講師に
質問することもできます。

５ は録画された講義の映像を、各コミセンで計画した日時に、コミセンの
スクリーンに映写して学習します。

ラ イ ト コ ー ス について

リモート

オンデマンド

5/19(水) 13:30～15:00
定員： 15名

大久保北コミセン
☎０７８－９３５－３５８８

開館時間：
９：００～２１：００（火～金）
９：００～１７：００（日）

月曜・祝日休館



大正琴
刺しゅう
民舞踊
新舞踊
フィットネスダンス
むつみ卓球
大久保北Ｂ.Ｆ.Ｃ（ママさんバレーボー
ル）
コアラ（ソシアルダンス）
空手道Ａ
明石ＲＧ（新体操）

大久保北健康まつりについて

大久保北のまなび

なかまとまなぶ 「サークル紹介」

コミセンからのお知らせ

大 久 保 北 の学びの掲示板

受講にあたってのお願い
①お出かけ前の検温

②マスク着用
③スリッパ持参
④手指消毒

⑤ソーシャルディスタンスの確保

11月6日（土） 13:30～17:00（予定）

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、
令和２年度「大久保北健康まつり」は残念な
がら実施できませんでした。

本年度は、感染防止対策を徹底し、上記の
日程で実施する予定です。内容や実施方法
については、今後のコミセンNEWS等でお知
らせします。

ペガサス明石少年バレーボール
太極拳
さわやか体操
健幸体操
空手道Ｃ
西脇クラブ（ママさんバレーボール）
卓球
夢咲バレーボール（中高生男女）
ピストンズ（バスケットボール）

※４月から新しい仲間も加わる予定です。

※体験希望者随時受付中。
コミセンまでお問い合わせください。

令和元年度記念講演 「がんを知る」
県立がんセンター院長 吉村 雅裕先生

大久保北コミセン
☎０７８－９３５－３５８８


