
北のちょっといい話
大久保北コミュニティ・センター
〒６７４－００５１明石市大久保町大窪２０３０番地(大久保北中学校内)
TEL：０７８－９３５－３５８８ (月曜日・祝日休館)

“ 学びたい！”気持ちを刺激する情報紙

大久保北コミセンNEWSがリニューアル！地域の皆さんにちょっといい話をお伝えします。
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市内コミセンの情
報紙がご覧にな
れます。
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大久保北中科学部頑張りました

7月23日(土)親子実験教室大成功！
親子8組24名が参加。光るスライムとスーパー紙飛行機作りをしました。科学部員は、参加してく

れた子どもたちに楽しんでもらおうと一生懸命取り組みました。はじめは少し緊張気味でしたが、
子どもたちの嬉しそうな表情を見て、少しずつ自信を持って動けるようになってきました。
参加者にとっても、講師を務めた科学部員にとっても、いい実験教室になったと感じました。

受付も中学生が

飛行機とばしゲーム

光るスライム作り
スーパー紙飛行機作り

表彰式 金メダル授与

コミセン入口が、つばめギャラリーに

大窪在住の三上彰規さんが、週末にコミセン
軒下のつばめの巣を観察、撮影し、その写真
とコメントを入口ドアに掲示しています。
どれもつばめに対する愛情が感じられます。

三上さんは、「この写真が身近な自然を考える
きっかけになれば」と話されています。
不定期になりますが、野鳥新聞(仮称)も掲示
する予定です。

排泄？ヒナは巣の外に
お尻を突き出します

ひなたちの表情 エサをも
らって満足している子、隣の
子は「次はちょうだいね！」と
叫んでいるみたいです。



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：10月11日（火)10：00～12：00
●参加料：500円(但し材料費として)
●定 員：20名
●持ち物：上履き、マスク

★受付開始日：９月２２日（木） ９：００～

多肉植物の寄せ植え教室

～ハロウィンバージョン～

２回目の開催となります。多肉植物の寄せ植え
教室です。プクっとかわいい多肉植物の寄せ植え
をおうちに飾りませんか？今回は10月ということで
ハロウィンバージョンの寄せ植えをご用意。
ぜひお誘い合わせのうえ、ご参加ください。
お待ちしております＾＾

講師/ 山本 真理子

10/11
(火)

９/１６
(木)

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

北のコミセンのいいなかま THE NORTH FELLOWS

北のちょっといいお知らせ THE NORTH INFORMATION

サークル紹介 「大久保北健幸体操」

「10年前と比べても、今が一番元気で楽しい！」
毎週金曜日の13:00～15:30に活動しています。体操を続けると身体が軽くなります。
ここに来て仲間とおしゃべりするのも元気の源です。やっぱり続けることが大切です。

「大久保北健康まつり」今年は、開催予定！11/5(土)
大久保北中学校吹奏楽部が出演予定
コロナ感染の影響で、ここ2年間、開催できませんでした。今年は、開催する方向で大久保病院と話し
合いを進めています。体育館で大久保北中吹奏楽部の演奏を楽しんでいただこうと考えています。

まだまだコロナの感染状況によっては、どうなるかわかりませんが、皆さんと音楽を楽しむ時間が持て
ればと願っています。

「北のちょっといい地図」を作っています。
皆さんのお気に入りの場所を教えてください！
コミセンを利用される皆さんの「いいね」がいっぱい詰まった地図に
なるといいなと思っています。

講義室の廊下掲示板にあります。現在は、コミセン職員のお気に入
りや講座で学習した場所を記入しています。



当コミセンには駐
車場がありません。
徒歩・自転車・バ
イクまたは公共交
通機関をご利用く
ださい。

●日 時：①10月2日(日) ②16日(日) ③30日(日)
各日共 9：30～11：30

●参加料：無料
●定 員：10名(小学生、中学生)※将棋のルールがわかる人

※小学生については保護者で引率をお願いします。

●持ち物：上履き、マスク

★受付開始日：9月10日（土） ９：００～

子ども将棋入門講座①②③

講師/大久保町子ども将棋推進サークル役員

10/2
(日)

●日 時：①11月2日(水)②10日(木) ③17日(木)
各日共 13：30～15：00

●参加料：無料
●定 員：20名
●持ち物：動きやすい服装、ヨガマット(バスタオル)、汗拭きタオル

上履き、マスク

★受付開始日：10月14日（金） ９：００～

ヨガ入門教室①②③

ヨガは、全身を動かしコリをほぐすこ
とで、身体を柔軟に導き、筋力や持久力、
バランス能力の低下を予防することが期
待できます。また瞑想には脳を休ませる
効果があるとされ、認知症予防効果も期
待されています。

講師/池上 一葉10/16
(日)

10/30
(日)

11/2
(水)

11/10
(木)

11/17
(木)

大久保北コミセンライトコース講座一覧(10〜12月)

ライトコース各講座の受付開始日
９月１５日（木）９時～ ※先着順

22-08-029

10/6(木) 10:00〜11:30

講師：明石市スポーツ推進委員

持ち物：動きやすい服装、上靴
水分、汗拭きタオル

22-08-030

22-08-031 オンライン可

22-08-026 オンライン可

22-08-027 オンライン可 22-08-033

22-08-032

22-08-034 オンライン可

22-08-035 22-08-028 オンライン可

デジカメ写真の保存と
管理方法入門

明石城と城下町

学びに遅すぎることはない
〜69歳の高校デビュー〜

新しいアジアの時代 筋力若返り講座
〜気持ちよく動ける心と体を作りましょう〜

次の学びに出会うための
ふり返り会

大久保北の歴史を学ぶ
〜フィールドワーク山神社〜

参画と協働の時代における
地域活動とボランティア

神々と妖怪の地域づくり論
※2021年実施講座

10/14(金) 10:00〜11:30
10/19(水) 13:30〜15:00 11/9(水) 10:00〜12:00

11/12(土) 10:00〜11:30
11/16(水) 13:30〜15:00 11/24(木) 10:00〜11:30

12/8(木) 10:00〜11:30

12/15(木) 10:00〜11:30
12/21(水) 13:30〜15:00

講師：衣笠 誠一郎 講師：宮本 博
講師：井上 茂機

講師：坂東 信子
講師：太田 和宏

講師：神田 実代子

講師：高田 知紀

講師：大久保北コミセン 講師：浅見 真一

持ち物：※可能であれば
ノートパソコン

持ち物：必須のみ

持ち物：動きやすい服装、水分
汗拭きタオル

※コミセンから20分程度歩きます

持ち物：必須のみ 持ち物：必須のみ

持ち物：動きやすい服装、上靴、
バスタオル(ヨガマット)、水分、
汗拭きタオル 持ち物：必須のみ

持ち物：必須のみ 持ち物：必須のみ

各講座とも、持ち物(学生ファイル、筆記用具、上履き、マスク)は必須です。

ACEボールを楽しもう！

・自分の経験から学ぶ
・他の人とのかかわりの中から学ぶ
・様々な活動から学ぶ

※当日は、学生ファイルを必ず
ご持参ください！

あかねカレッジライトコース

『次の学びに出会うためのふり返り会』を開催

小学生・中学生を対象とした将棋入門
講座。将棋の基本をはじめ、レベルごと
に攻め方や守り方、詰め将棋、対局の指
導を行います。



北の中学校の掲示板 THE NORTH JUNIOR HIGH SCHOOL

大久保北中が明石市大会、東播
大会、兵庫県大会で大活躍！

陸上競技
共通男子200ｍ 1位 前坂孟毅 23秒14
共通男子400m 1位 前坂孟毅 51秒69
共通男子走幅跳 1位 廣長 凌 6m17
共通男子三段跳 3位 廣長 凌 12m14
共通男子四種競技 3位岡村卓和 1609点
2年男子100ｍ 3位山川恭矢 12秒55
1年男子100ｍ 2位鳴海篤紀 13秒05
共通男子4×100ｍＲ 3位 46秒31
楞野陽斗・梅田北斗・廣長凌・前坂孟毅
低学年男子4×100ｍＲ 2位 49秒37
山岡詩衣・鳴海篤紀・井上直哉・山川恭矢
共通女子200ｍ 3位藤本 愛 28秒64
共通女子4×100ｍＲ 3位 53秒67
藤本愛・池田咲結菜・西村星那・谷山七海

共通女子走高跳 1位 社本朋花 1ｍ40

2位江本桜来 1ｍ35

共通女子走幅跳 3位 谷山七海 4ｍ49

3年女子100ｍ 2位池田咲結菜 13秒59

3位藤本 愛 13秒97

2年女子100ｍ 2位谷山七海 13秒84
1年女子800ｍ 3位 宮 果楓 2分37秒74
低学年女子4×100ｍ 3位 55秒76
宮村宙楽・中渡瀬結菜・吉田彩夏・内屋
依央梨
男子総合2位 女子総合1位 男女総合1位

水泳
男子100ｍバタフライ2位前田秀翔 1分05秒11
男子100ｍ背泳ぎ 3位寺西諒太 1分15秒39
男子200ｍ背泳ぎ 2位寺西諒太 2分41秒77
男子4×100ｍフリーR 3位 4分08秒77

寺西諒太・石田慶志・前田秀翔・森本太心
男子4×100ｍメドレーR 3位 4分43秒22

寺西諒太・石田慶志・前田秀翔・森本太心
女子200ｍ自由形 3位 眞鍋歩佳 2分41秒63
女子800m自由形 2位瀧彩咲望 13分29秒14
女子100m平泳ぎ 3位松本沙優 1分33秒83
女子200m平泳ぎ 3位松本沙優 3分21秒37
女子200mバタフライ 3位谷廣初奏 3分38秒38
女子200ｍバタフライ 3位 瀬崎日愛 3分12秒65
女子400m個人メドレー

2位 藤田菜々華6分29秒89
3位伊藤夕凛6分46秒84

女子4×100ｍフリーR 3位 4分48秒72
渡邊真央・真鍋歩佳・伊藤夕凛・藤田菜々華

女子4×100ｍメドレーR 3位 5分41秒57
渡邊真央・真鍋歩佳・伊藤夕凛・藤田菜々華

男子総合3位 女子総合1位 男女総合2位

バレーボール男子 準優勝

バレーボール女子 3位

ソフトテニス男子 団体 3位
5位髙橋一史・古川月登
17位小野川堅太・川﨑悠介

西田優斗・吉村朔斗

ソフトテニス女子 団体 優勝
1位畑樹・川﨑莉亜 3位藤本乙花・永野陽愛
5位天水咲友・清水愛理、戸田娃花・丸尾結花
17位村田莉穂・増田初華

卓球男子 シングルス 9位 坂井凛平

卓球女子 団体 3位
ダブルス3位森口由稀・西亜優実

バスケットボール男子 優勝 対望海 45-44

サッカー 7位

ハンドボール男子 優勝 対魚住東 23対21

ハンドボール女子 優勝 対望海 20-16

軟式野球 優勝 対大久保 2-0

兵庫県総合体育大会

日本中学校通信陸上兵庫県大会
共通400ｍ 前坂孟毅 51秒27
標準記録突破！全国大会出場決定！
陸上
共通男子400ｍ
2位 前坂孟毅 50秒82 近畿大会出場
共通男子走り幅跳 4位 廣長 凌 6ｍ27
低学年4×100ｍR 6位 47秒95

山岡詩衣・鳴海篤紀・井上直哉・山川恭矢

男子ソフトテニス
個人戦 1回戦敗退 髙橋一史・古川月登

女子ソフトテニス
団体 ベスト8
個人戦 ベスト16 畑 樹・川﨑莉亜

男子バスケットボール
2回戦敗退 対山陽 61対69

男子ハンドボール
1回戦敗退 対筒井台 26対29

女子ハンドボール 近畿大会出場
準優勝 対望海 16対23

硬式テニス 近畿大会出場
男子 ベスト4 土屋 星
女子 ベスト4 荒川 愛子

東播地区総合体育大会

明石市総合体育大会

陸上 県大会出場
共通男子200ｍ １位 前坂孟毅 22秒93
共通男子400ｍ １位 前坂孟毅 51秒47
共通男子走り幅跳 ３位 廣長 凌 6ｍ01
共通男子三段跳 ４位 楞野陽斗 11ｍ98
１年生男子100ｍ ６位 鳴海篤紀 12秒48
低学年４×100ｍR ４位 48秒83
山岡詩衣・鳴海篤紀・井上直哉・山川恭矢

共通女子走り高跳 ３位 社本朋花 1ｍ40
江本桜来 1ｍ40

２年生女子100ｍ ４位 谷山七海 13秒13

水泳 県大会出場
男子100ｍ背泳ぎ 3位 寺西諒太 1分12秒84
男子200ｍ背泳ぎ 3位 寺西諒太 2分39秒80
男子100ｍバタフライ 6位 前田秀翔 1分06秒85
男子200mバタフライ 4位 前田秀翔 2分37秒51
男子４×100ｍフリーR 4位 4分08秒91

前田秀翔・森本太心・寺西諒太・石田慶志
男子４×100ｍメドレーR 2位 4分46秒06

寺西諒太・石田慶志・前田秀翔・森本太心
女子800ｍ自由形 4位 瀧彩咲望 13分01秒78
女子400m個人メドレー 4位 藤田菜々華 6分31秒18
女子４×100ｍフリーR 4位 4分47秒0７

藤田菜々華・渡邊真央・伊藤夕凛・真鍋歩佳
女子４×100ｍメドレーR 4位 5分34秒85

藤田菜々華・松本沙優・渡邊真央・伊藤夕凛
男子総合 3位 男女総合 3位

男子ソフトテニス 県大会出場
個人戦 ベスト16 髙橋一史・古川月登
女子ソフトテニス 県大会出場
団体 準優勝
個人戦 ベスト16 畑 樹・川﨑莉亜
男子卓球
シングルス２回戦敗退 坂井凛平
女子卓球
団体 ベスト８
男子バスケットボール 県大会出場
決勝戦 対望海 53対59 準優勝
男子ハンドボール 県大会出場
３位 対松陽 28-17
女子ハンドボール 県大会出場
準優勝 対望海 21-22
野球
１回戦敗退 対三木 1-2


